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「Claris FileMaker ガイドブック」 
シリーズの概要

「Claris FileMaker ガイドブック」 シリーズは、Claris® FileMaker® プラットフォームを利用したアプリケーショ
ンを構築 ・ 運用するための学習教材です。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 Claris FileMaker Pro™ をまったく初めて使う方か
ら、 FileMaker Pro を使って身の回りや業務上の問題、 課題を解決する方法を知りたい方までを対象としています。
演習を通して FileMaker Pro の操作を体験しながら、カスタム App （FileMaker Pro を使ったアプリケーション）
の作成方法を学習することができます。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 では、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 で習得
した知識をベースに、 さらに実践的な技術を習得したい方を対象としています。 複数人で共有して利用するカスタ
ム App を開発する際に必要な、 一歩踏み込んだ FileMaker Pro の利用方法を学習します。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➂ 運用管理編」 では、 FileMaker Server を使ってカスタム App を複数
人で共有するための設定や管理方法について、 演習を交えて学習していきます。 また、 Web サービスとの連携な
ど高度な技術を利用したカスタム App の作成についても学習できます。
本シリーズで学習しながら、あるいは、学習後に、ぜひ、身近なことや業務に使える、自分のカスタム App を作っ
てみてください。 必ずしもプロフェッショナルな開発者になる必要はありません。 カスタム App を利用することで
作業や業務が効率的で楽になれば、 それで十分です。

※本シリーズは、 旧 「FileMaker Master Book 初級編」、 「FileMaker Master Book 中級編」 および 「FileMaker Master 
Book 上級編」 をベースに、 内容を更新 ・ 再構成しています。
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本書を使用するための準備
ソフトウェアの準備
本書の演習は、 FileMaker Pro を使用します。 本書 1.2.1 節を参照して、 各自の環境にインストールしておい
てください。
なお、 FileMaker Pro 最新版の無料評価版は、 次の Claris の Web サイトからダウンロードできます。

無料評価版： https://www.claris.com/ja/trial

演習ファイルの準備
本書で使用する演習ファイルを次の Web サイトからダウンロードしてください。 デスクトップなど、 開きやすい
場所に保存しておくと便利です。

演習ファイル： https://content.claris.com/cfg19_dl-ja

演習ファイルについて
演習ファイルは章ごとにフォルダに分かれています。 章ごとのフォルダの中にはさらに、 章の開始時、 完了時な
どのフォルダがあり、 その中に各演習ファイルやサンプルデータが入っています。 本書内では、 必要に応じて、 使
用する各演習ファイルを指定しています。
なお、 演習ファイルの名称の頭には 「2-」 のように章番号がついていますが、 本文中では省略していることが
あります。

本書で使用している図版について
本書で使用している図版は、 主に macOS 版の FileMaker Pro 19.5.1 で作成しました。
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はじめに
本書は、 FileMaker Pro をまったく初めて使う方から、 FileMaker Pro を使って身の回りや業務上の問題、 課
題を解決する方法を知りたい方までを対象としています。 演習を通して FileMaker Pro の操作を体験しながら、
カスタム App （FileMaker Pro を使ったアプリケーション） の作成方法を学習することができます。
本書の構成は次のとおりです。

章題 学習する内容

I.　FileMaker の世界へようこそ

第 1 章 FileMaker の概要  • FileMaker プラットフォームの特徴、 各製品の概要と特徴
 • FileMaker Pro のインストール、 起動と終了、 基本設定
 • 「開発者」 について
 • 参考資料など

第 2 章 身近なデータから始めよう  •  FileMaker ファイルの作成
 • ブラウズモード / 3 つの表示形式
 • データの操作 （レコード検索、 移動、 ソート、 編集）
 • バックアップ
 • インポート / エクスポート

第 3 章 カスタム App の世界  •  データベースの役割、 構造
 •  初めてのレイアウトモード （起動と終了、 画面の内容）
 •  初めてのスクリプト （ボタンでレイアウトを切り替える）

第 4 章 データと検索  •  検索の種類
 •  即時検索 （クイック検索、 ショートカットメニューからの検索）
 •  検索モードでの検索

II.　FileMaker 開発者になろう

第 5 章 カスタム App をつくろう  •  カスタム App 開発の考え方
 •  カスタム App の構造設計
 •  カスタム App の画面設計、 入力と出力

第 6 章 データベースの作成  •  新規カスタム App ファイルの作成
 •  テーブルとフィールドの作成
 • ハウスキーピングフィールド
 • フィールドオプション （入力値の自動化、 入力値の制限、 データの
格納、 ふりがな）
 • インポートによるレコードの作成

第 7 章 データとリレーションシップ  •  リレーションシップ （照合フィールド）
 •  リレーションシップグラフ
 •  テーブルオカレンス
 •  関連レコード
 •  レイアウトとデータの関係
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章題 学習する内容

第 8 章 レイアウトとデザインツール  •  新規レイアウトの作成
 •  ポータル、 タブコントロール／スライドコントロール、 アドオン
 •  レイアウトパート
 •  レイアウトテーマとスタイル

第 9 章 スクリプトによる自動化  •  スクリプトとスクリプトステップ
 •  機能の設計
 •  スクリプトの作成と削除
 •  スクリプトステップのオプション
 •  スクリプトの実行

第 10 章 計算式を理解しよう  •  関数と論理式
 •  計算式の作成
 •  よく使われる関数

III.　カスタム App を改良しよう

第 11 章 入力機能  •  レコードの新規作成と削除
 •  値一覧による入力補助
 •  さまざまなレイアウトツール （ドロップダウンカレンダー、 プレース
ホルダテキスト、 マージフィールド、 ボタン、 ボタンバー、 ポップオー
バー）
 •  タブ順、 インプットメソッド

第 12 章 出力機能と集計  •  スクリプトによる検索、 ソート
 •  集計
 •  PDF 形式での保存
 •  クイックグラフ
 •  スナップショットリンク

第 13 章 セキュリティ  •  デフォルトアカウント
 •  アカウント管理
 •  デフォルトのアクセス権セット
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13章

第1章 FileMaker の概要

第 1 章から第 4 章では、 Claris® FileMaker Pro™ とはどういうものか、 何ができるのかを概観していきます。
本章ではまず、 Claris FileMaker® プラットフォームの概要と特徴を確認します。 各製品の特徴、 カスタム App 
の作り方の概要、 参考資料の探し方などについて確認してください。

1.1 Claris FileMaker とは
FileMaker Pro を使って作成したアプリケーションをカスタム App と呼びます。 カスタム App は、 データベー
ス、 ユーザインターフェース （画面レイアウト）、 スクリプト、 およびユーザが入力して利用するデータのすべてを含
むファイルです。 カスタム App を使用することによって、 様々なデータを堅牢に一元管理するだけでなく、 都度発
生する処理を自動化し、 最新データをすぐに画面で確認することができます。
Claris FileMaker は、カスタム App の作成、共有、統合を支援するクロスプラットフォームのローコード開発ツー
ルです。 製品ラインナップとそれぞれの主な用途は次のとおりです。

製品 主な用途

Claris FileMaker Pro™ カスタム App の作成
カスタム App の利用

Claris FileMaker Go® カスタム App の利用 （モバイル）

Claris FileMaker Cloud® カスタム App の共有 （クラウドサービス）
カスタム App の作成 （クイックスタートエクスペリエンス （プレビュー機能））

Claris FileMaker Server™ カスタム App の共有 （サーバー製品）

詳しい製品情報や必要な動作環境、 技術仕様、 インストール方法などの最新情報は Claris の Web サイト
(https://www.claris.com/ja/) で確認してください。

1.1.1  Claris FileMaker の特徴
FileMaker には、 次のような特徴があります。

（1） 固有のビジネスニーズを満たすカスタム App を簡単に作成可能
FileMaker の大きな特徴は、 初めて FileMaker Pro を使う方やカスタム App の開発経験が浅い方でも、 短
時間でカスタム App を作成してすぐに使い始めることができる 「簡単さ」 です。
まず、 FileMaker Pro のカスタム App には、 データベースを使ったアプリケーションに必要なほとんどすべての
要素が含まれています。 それぞれの機能要素を別々に作成して組み立てるのではなく、 カスタム App のファイル
を開いてこれらを順次作成 ・ 設定していきます。
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カスタム App に含まれる機能要素
 • データ
 • データベース （データベーステーブルとリレーションシップ）
 • 画面 （ユーザインタフェース）
 • 機能 （ビジネスロジック）
 • 他システム／サービスとの連携機能
 • セキュリティ機能
 • 共有のための機能

また、FileMaker Pro では、カスタム App を作成するためのドラッグ & ドロップ操作を中心とした直感的なユー
ザインタフェースや柔軟性の高いデザインツール、 付属のテンプレートやアドオンなどが提供されています。 クイッ
クスタートエクスペリエンス （プレビュー機能） を利用することによって、 ドラッグ & ドロップのみで簡易なカスタム 
App を作成することもできます。
さらに、 カスタム App を効率的に開発するためのスクリプトデバッガやデータビューアなどの開発ツールも充実
しています。
このように、 システム開発のプロフェッショナルでなくても、 現場のみなさんたちが FileMaker Pro を使って自
分たちに必要なカスタム App を開発することができます。 また、 必要な時に必要な機能を柔軟に追加したりカス
タマイズしたりすることによって、 常にカスタム App を使いやすい状態に保つことができます。 これによって、 現
場で必要なシステムの内製化を加速し、 コストを削減することが期待できます。

（2） ローコードからプロコードまでカバー
FileMaker は、 簡単にカスタム App を作成できるだけでなく、 とてもパワフルです。
前述のようにローコードで簡単にカスタム App を作成できるだけでなく、 例えば JavaScript、 外部システム
連携、 機械学習などを利用するスクリプトを作成することによって （プロコード開発）、 高度な機能をカスタム App 
に組み込むこともできます。
これにより、 住所録などの個人的なデータ管理から、 複数拠点で利用する企業の基幹システムのような大規模
なソリューションや、 先進的なデータ分析まで、 さまざまなニーズに適したカスタム App を作成することができます。

（3） 堅牢かつ多様な共有機能を提供
作成したカスタム App は、 FileMaker Cloud（クラウドサービス） や FileMaker Server（サーバー製品） を使っ
て複数人で共有し、 利用することができます。 FileMaker Cloud を利用すると、 サーバー環境の構築や運用管理
にほとんど手間がかかりません。 一方、 FileMaker Server を利用すると、 自分たちできめ細かなサーバー管理を
することができます。
共有手段は、 デスクトップ上の FileMaker Pro だけでなく、 iPhone や iPad などの iOS デバイスを利用した
モバイル共有 （FileMaker Go） や、 Web ブラウザを利用したアクセス （Claris FileMaker WebDirect®） など、
マルチデバイスによる共有が可能です。
共有されているカスタム App では、 ユーザごとの細かなアクセス権設定やデータベースファイルの暗号化、 SSL 
を利用した暗号化通信などにより、 強固なセキュリティが確保されています。

（4） 柔軟な外部システム連携
FileMaker Pro は、 Microsoft Excel 形式や CSV 形式など、 さまざまなファイル形式のデータをインポートし
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たり、 逆に カスタム App のデータを外部のアプリケーションが使えるようにエクスポートしたりすることができます。
また、 ODBC 連携により Oracle、 Microsoft SQL Server、 MySQL Community Edition などの外部 
SQL データベースに接続してデータのやりとりをすることもできるだけでなく、 API 連携により、 多様なサービスを
提供する Web アプリケーションの機能をカスタム App から利用することができます。
FileMaker Cloud や FileMaker Server を利用する場合は、 外部認証サーバーを利用して、 アカウントの一
元管理をすることもできます。

以下、 FileMaker プラットフォームを構成する製品について概観します。

1.1.2  Claris FileMaker Pro
FileMaker Pro は、 Windows および macOS で動作するデスクトップソフトウェアで、 カスタム App を作成
するため、 また、 カスタム App を開いて使用するためのものです。
FileMaker Pro で作成したカスタム App は、 ローカルマシンで使用したり、 FileMaker Go に転送して使用
したり、 FileMaker Cloud または FileMaker Server を利用して共有し、 複数人で同時に使用したりすることが
できます。

図1.1-1 FileMaker Pro

1.1.3  Claris FileMaker Go
FileMaker Go は iOS および iPadOS で動作するモバイルアプリケーションです。
iPhone や iPad などのモバイルデバイス上に保存されているカスタム App をオフラインで利用できるだけでな
く、 FileMaker Cloud または FileMaker Server で共有されているカスタム App をオンラインで利用することも
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できます。
FileMaker Go でカスタム App を使用する場合は、 FileMaker Pro にはない独自の機能を利用することもで
きます。 この FileMaker Go 独自の機能には、 例えば次のようなものがあります。

 • バーコードや NFC （近距離無線通信） タグの読み取り
 • 署名機能
 • モーションキャプチャ （センサー）
 • Touch ID / Face ID の利用
 • Siri ショートカットのサポート
 • iBeacon の利用

これらの機能を使うことによって、 例えば、 外出先でデータや写真を共有
しているカスタム App に入力するだけでなく、 NFC タグから商品の詳細情
報を迅速に検索したり、 お客様との打ち合わせ後に署名をもらって保存した
り、 …といったデスクトップとは違った使い方ができます。
また、 FileMaker Go では AirPrint を使った印刷機能もサポートされて
います。
FileMaker Go は App Store から無料でダウンロードすることができます。

図1.1-2 FileMaker Go (iPhone)

1.1.4  Claris FileMaker Cloud / Claris FileMaker Server
FileMaker Cloud は Claris International Inc. が提供する、 カスタム App をクラウド上で使用するための
サービスです。 管理ツールとして、 Claris Customer Console （ユーザ管理、 サブスクリプション管理など） お
よび FileMaker Cloud Admin Console （FileMaker Cloud のインスタンスの監視および管理） が用意され
ています。
FileMaker Server は、 ネットワーク上でカスタム App を共有したり、 カスタム App 内のデータを公開でき
るようにしたりする専用のデータベースサーバーです。 管理ツールとして、 FileMaker Server Admin Console
（FileMaker Server の構成と管理、 共有しているカスタム App の状況管理など） があります。
サーバー上でカスタム App を共有するためにファイルを開いておくことを 「ホストする」 と言います。 カスタム 
App をホストする FileMaker Cloud あるいは FileMaker Server をホスト、 ホストされているファイルを使用
する PC や Mac、 その他のデバイスなどをクライアントと呼びます。
FileMaker Cloud と FileMaker Server は、 形態は異なりますが、 どちらも次の用途と役割を持ちます。

 • カスタム App を複数ユーザで共有して利用 （ホスト）
 • ユーザとの安全な接続 （クライアントとの通信の暗号化など）
 • バックアップ、 ログ記録などの運用管理

FileMaker Server および FileMaker Cloud について詳しくは、 Claris の Web サイトなどを参照してくだ
さい。



第1章　FileMaker の概要
　初めての FileMaker Pro　

7

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

1.2 初めての FileMaker Pro
1.2.1  インストール
FileMaker Pro のインストールは、 次のステップで実施します。
（1） インストールする OS のバージョンを確認
（2） FileMaker Pro 製品をダウンロード
（3） FileMaker Pro をインストール

これらのステップの内容は、 ライセンスの種類 （シングルライセンス、 ボリュームライセンス、 FileMaker Cloud 
のライセンス）、 利用する OS （Windows、 macOS） によって異なります。
詳しくは、 Claris ナレッジベース （1.5.2） の 「FileMaker インストール　ステップ・バイ・ステップガイド」 （KB: 
000035666） を参照してください。

1.2.2  起動と終了
FileMaker Pro は、インストールしているオペレーティングシステム （OS）
において、 他のアプリケーションと同じ方法で起動および終了することができ
ます。
例えば、 FileMaker Pro のデスクトップアイコンをダブルクリックする
（Windows）、 あるいは、 Launchpad から FileMaker Pro アイコンをク
リックする （macOS） と、 FileMaker Pro が起動します。 図1.2-1 FileMaker Pro のアイコン

起動したとき
FileMaker Pro を起動すると、 図 1.2-2 の起動ウインドウが表示されます。
このウインドウは、 次の 4 つのタブがあります。 画面左のアイコンをクリックすると、 それぞれに対応した表示
に切り替わります。

 • マイ App （FileMaker Cloud で共有しているカスタム App にアクセス可能な場合に表示）
 • お気に入り
 • 最近使った項目
 • 作成 （カスタム App の作成を開始）

FileMaker Pro を起動した直後は 「作成」 が選択されています （図 1.2-2）。



第1章　FileMaker の概要
　初めての FileMaker Pro　

8

図1.2-2 FileMaker Pro の起動ウインドウ

なお、 このウインドウは、 [ファイル] メニューの [新規作成...] からも表示することができます。

1.2.3  ファイルを開く／ファイルを閉じる
既に作成されているカスタム App を開くには、 主に次の 4 つの方法があります。
1. メニューから開く
[ファイル] メニューから [開く] からファイルを選択して開きます。

2. お気に入りのファイルを開く
[ファイル] メニューから [お気に入り] > [お気に入りを表示...] を選択し、 ファイル名をダブルクリックします。

3. 最近開いたファイルを開く
[ファイル] メニューから [最近使った項目] > [最近使った項目を表示...] を選択し、 ファイル名をダブルクリッ
クします。

4. ファイルを直接開く
エクスプローラー （Windows） あるいはファインダー （macOS） からファイルをダブルクリックなどして直
接開きます。

ファイルを閉じるには、 次の 2 つの方法があります。
1. メニューから終了する
[ファイル] メニューから [閉じる] を選択します。

2. ウインドウを閉じる
ウインドウの閉じるアイコンをクリックします。
Windows の場合、 最後のウインドウを閉じると FileMaker Pro も終了します。
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1.2.4  FileMaker Pro の画面構成
基本的な FileMaker Pro の画面は、 次の部分から構成されています。

 • ステータスツールバー
画面上部にあり、 よく使われる 「コマンド （命令）」 を簡単に実行できるようにアイコンのボタンが配置されて
います。 モード （1.3.3） によって表示される内容が異なります。
表示／非表示を切り替えることができます。 また、 表示されているボタンを追加／削除などしてカスタマイズす
ることもできます。

 • レイアウトバー
ステータスツールバーの下部にあります。 表示中の 「レイアウト名」 （レイアウトの名前） と表示形式 （2.3.1）
の切り替えなどのボタンが並んでいます。 モードによって表示される内容が異なります。

 • コンテンツエリア
ステータスツールバー／レイアウトバーの下のエリアで、 レイアウト （3.3） が表示されます。 モードによって表
示内容が異なります。

図1.2-3 FileMaker Pro の基本的な画面構成 （ブラウズモード）

ツールのポップアップヘルプ

ステータスツールバーなどで、 FileMaker Pro の各コマンドの内容を忘れてしまったら、 マウスポインタをボタンの上
に移動して少しそのままにしておくとボタンの説明が表示されます （ポップアップヘルプ）。

1.2.5  カスタム App を 「お気に入り」 にする
特定のカスタム App を 「お気に入り」 に登録しておくことができます。 よく使うカスタム App を 「お気に入り」
に登録すると、 すぐにアクセスできて便利です。
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手順 ：
（1） カスタム App を開きます。
（2） 「お気に入り」 にします。
[ファイル] メニューの [お気に入り] > [現在のファイルをお気に入りに追加] を選択します。

図1.2-4 「お気に入り」 に登録

カスタム App を 「お気に入り」 から取り除くには、起動ウインドウ （図 1.2-2） の 「お気に入り」 から取り除きます。

起動時に開くカスタム App を指定する

[環境設定] ダイアログの 「起動時にファイルを開く」 のチェックをオンにし、 参照ボタンでカスタム App ファイルを指
定しておくと、 FileMaker Pro 起動時に指定されたカスタム App を自動的に開くことができます。
なお、 FileMaker Pro アイコンのダブルクリック以外の方法で FileMaker Pro が起動された場合は、 カスタム App 
は自動的には開きません。

1.2.6  高度なツールを使う
FileMaker Pro には、 効率的なカスタム App 作成に役立つ高度なツールが含まれています。 高度なツールを
使うと、 次のようなことができます。

 • データベースデザインレポート （カスタム App の構造などの情報） の出力
 • スクリプトデバッガ （スクリプトのテストに便利なツール）
 • データビューア （計算式などの結果の確認などに便利なツール）
 • カスタムメニュー （標準のメニュー以外のメニュー） の作成
 • カスタム関数 （ユーザが定義する関数） の作成
 • フィールドやテーブルのコピーとペースト （貼り付け）
 • テーブルのインポート （取り込み）
 • レイアウトテーマのコピーとペースト （貼り付け）
 • Developer ユーティリティ （ファイルの暗号化など）

高度なツールが利用可能な場合には、 カスタム App を開いた時に [ツール] メニューが表示されます。
本書では、 高度なツールを利用してカスタム App を作成します。 もし [ツール] メニューが表示されていなけれ
ば、 次の設定をしてください （設定後、 FileMaker Pro の再起動が必要です）。
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[高度なツール] を使用するための手順 ：
（1） [環境設定] ダイアログボックスを表示します。
Windows: [編集] メニューから [環境設定...] を選択します。
macOS: [FileMaker Pro] メニューから [環境設定...] を選択します。

（2） [環境設定] ダイアログボックスの [一般] タブで [高度なツールを使用する] をチェックします。
（チェックボックスをオンにすると 「FileMaker Pro の再起動が必要」 と表示されます）

図1.2-5 [環境設定] ダイアログボックス

（3） [OK] ボタンをクリックして [環境設定] ダイアログボックスを閉じます。
（4） FileMaker Pro を終了します。
（5） FileMaker Pro を再度起動します。
（6） カスタム App を開いた時に、 [スクリプト] メニューの右に [ツール] メニューが表示されていることを確認し
てください。

演習 1-1  カスタム App を開いて 「お気に入り」 にする

フォルダ：演習1_1 使用ファイル： 1_タスク.fmp12

この演習では、 既存のカスタム App を開いて、 「お気に入り」 に登録し、 カスタム App を閉じます。

1  FileMaker Pro を起動します （1.2.2）。

2  演習ファイル （カスタム App） を開きます。
a. [ファイル] メニューから [開く] から演習ファイルを選択するか、 演習ファイルをダブルクリックす
るなどして開きます （1.2.3）。

3  開いている演習ファイルを 「お気に入り」 に登録します。
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a. [ファイル] メニューの [お気に入り] から [現在のファイルをお気に入りに追加] を選択します。

4  演習ファイルが 「お気に入り」 に登録されたことを確認します。
a. [ファイル] メニューの [お気に入り] に演習ファイル名 （「1_タスク」） が表示されていることを確
認します。

b. [ファイル] メニューの [新規作成...] を選択して、 起動ウインドウ （図 1.2-2） を表示します。
c. 起動ウインドウの [お気に入り] をクリックします。
d. [お気に入り] の画面に演習ファイルが追加されていることを確認します。

図1.2-6 「お気に入り」 に登録されたカスタム App

5  演習ファイルを 「お気に入り」 から開けることを確認します。
a. 演習ファイルを閉じます （1.2.3）。
b. 起動ウインドウの [お気に入り] の中の演習ファイルをダブルクリックします。
c. 演習ファイルが開けたことを確認します。

演習終わり
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1.3 FileMaker Pro のなりたち
1.3.1  FileMaker Pro の要素
FileMaker Pro のカスタム App は、 大きく分けて次の 3 つの要素
から構成されています。

 • レイアウト （画面）
 • 機能 （ビジネスロジック）
 • データベース （構造）

カスタム App の画面をレイアウト （3.3） といいます。 カスタム App 
で取り扱うデータは、 レイアウトを通してユーザに表示され、 入力や出力
に使われます。
カスタム App には、 データを使って様々な処理を実行したり、 ユー
ザの入力に応じて表示を変更したりする機能 （ビジネスロジック） を組み
込むことができます。 このような機能は、 FileMaker 関数 （10.1.1） や FileMaker スクリプト （9.1） を使って簡
単に作ることができます。

データベースは、 カスタム App の基本となる部分です。 データを効率良く管理し、 迅速に検索して取り出せる
ようになっています。

図1.3-1 カスタム App の三要素

1.3.2  FileMaker データベース
データベースでのデータの管理のしかたをデータモデルといいます。
データモデルにはさまざまな種類がありますが、 FileMaker のデータベースは、 リレーショナルモデル （3.1.2）
というデータモデルを使っています。 リレーショナルモデルに基づくデータベースは、リレーショナルデータベース （関
係データベース） と呼ばれます。
FileMaker では、 取り扱うデータに対して次の呼び名を使います。

 • フィールド
「名前」 「電話番号」 「誕生日」 など、 データの項目に対応するものをフィールド、 データの項目名に対応する
ものをフィールド名あるいはフィールドラベルと呼びます。 これらはそれぞれ、 表における列および列のタイト
ルに相当します。 各フィールドには、 入力されたデータ （値） （フィールドデータ） が格納 （保存） されます。

 • レコード
ひとまとまりのデータを構成するフィールドの集まりをレコードと呼びます。 これは、 表における行に相当します。
データを追加する際には、 まず新しいレコードを作成して、 そのレコードの各フィールドに値を入力します。

 • テーブル
同じフィールドから構成されるレコードの集合をテーブルといいます。 「テーブル名」 をつけることができます。

テーブルやフィールドなどのデータベースの構造をスキーマといいます。
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図1.3-2 データベースの構造

1.3.3  レイアウトの 4 つのモード
FileMaker Pro には、 作業内容に応じた次の 4 つのモードが用意されています。
1. ブラウズモード （図 1.3-3）
レコード （データベース内のひとかたまりのデータ） の表示、 追加、 編集、 削除などを行うモードです。

2. 検索モード （図 1.3-4）
指定された検索条件に合ったレコードを検索するためのモードです。 詳しくは、 4.3 節を参照してください。

3. レイアウトモード （図 1.3-5）
画面上や印刷するレポートなどでどのようにデータを配置するかを設定したレイアウトを作成したり編集した
りするためのモードです。 詳しくは、 3.3 節を参照してください。

4. プレビューモード （図 1.3-6）
印刷のイメージを確認するためのモードです。 詳しくは、 12.2.2 節を参照してください。

モードを切り替えると、 FileMaker Pro の画面は、 ステータスツールバー、 レイアウトバー、 コンテンツエリアす
べてがそのモードに合った内容に切り替わります。

図1.3-3 ブラウズモード （リスト形式）
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図1.3-4 検索モード （リスト形式）

図1.3-5 レイアウトモード

図1.3-6 プレビューモード
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1.4 「開発者」 になろう
カスタム App のようなアプリケーションを作成することを 「開発する」 と言います。 今までよりも便利になるも
のを新しく生み出すからです。 そして、 アプリケーションを作成する人のことを開発者と呼びます。
実際にカスタム App をいくつか作成してみると、 「この先、 どのような知識が必要になってくるのだろう」 「どう
いう知識をどのように積み上げていったらいいのだろう」 といった疑問が生まれるかもしれません。 そんなときの
ために自分の中で何らかのマイルストーンを持っていると、 学習を進めていくのが容易になります。
さまざまな開発者
以下は、 カスタム App を開発していく上での技術の習熟度や経験の深さによる段階を分類する一つの考え方で
す。 これらのうち、 本書の内容は 「初級者」 から 「中級開発者」 の入り口までを目指しています。

初級者とは
 • ユーザとしてカスタム App を使ったり、 自分のためにカスタム App を開発する
 • 最低限のセキュリティを考慮する
 • 1 つのファイルでカスタム App を構成する場合が多い

中級開発者とは 
 • 自分だけでなく他の人をユーザと想定してカスタム App を開発する
 • FileMaker Cloud / FileMaker Server でカスタム App を共有することがある
 • FileMaker Pro の標準メニューを使用するが、 用途に合わせてある程度制御する
 • セキュリティを考慮したアカウントを複数つくる （FileMaker Pro 標準機能を使用）
 • 1 つのファイルでカスタム App を構成する場合が多い

上級開発者とは
 • 自分だけでなく他の人をユーザと想定してカスタム App を開発する
 • FileMaker Cloud / FileMaker Server でのカスタム App の共有を前提とする
 • カスタム App の安全な運用計画 （バックアップなど） を立てる
 • カスタムメニューを使用する
 • セキュリティを考慮したアカウントとその管理機能を作成する
 • 状況に応じて 1 つあるいは複数のファイルでカスタム App を構成する
 • 後任者へ引き継ぎ可能な資料やスクリプトへのコメント記述などができる

プロフェッショナル開発者とは
 • 外部から委託されて、 カスタム App を完成されたソリューションとして開発する
 • FileMaker Cloud / FileMaker Server でのカスタム App の共有を前提とする 
 • FileMaker の機能を熟知しており、 特性を生かした適切なシステム構築ができる
 • カスタム App の要件の定義、 仕様策定、 設計を行い、 その記録を残す
 • カスタムメニューを使用するセキュリティを考慮したアカウントと、 その管理機能を設計、 作成する
 • 他のデータベースやシステムとの連携など計画できる

みなさんはこれから開発の経験をどんどん積んで、 上級、 あるいはプロフェッショナルな開発者になることがで
きます。 あるいは、 より上位の開発者を目指しながら、 ゆくゆくはチームメンバーに指示をして開発プロジェクトを
統括する立場にシフトしていくこともできます。
しかし、 「開発者」 になったからといって、 必ずしも、 中級や上級、 プロフェッショナルを目指す必要はありません。
必要になったときに、 その都度、 必要なことができるようになれば充分です。
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1.5 リソース （参考資料）
1.5.1  カスタム App の作成方法を学習する
カスタム App の作成について学ぶためには、 本書を使って自分で学習する以外にもさまざまな方法があります。
例えば、 Claris が主催するトレーニング （Claris FileMaker Training） では、 Claris に認定されているパート
ナー企業 （Claris パートナー） の講師が本書の内容をわかりやすく解説します。 その場で一緒に演習をやってみる
ことで、 FileMaker Pro の操作方法の理解を深めることができます。
ビデオチュートリアル 「FileMaker オンライン学習 初級編」 は、 本書の前バージョンのテキスト 「FileMaker 
Master Book 初級編」 の内容を 88 本の動画で丁寧に解説したものです。 こちらは、 YouTube の Claris ジャ
パンチャンネル （「FileMaker の自習室」） の他、 Claris の E ラーニングサービス 「Claris アカデミー」 で視聴
が可能です。
なお、 「Claris アカデミー」 では、 E ラーニングシステムの進捗管理機能を使って、 動画だけでなく、 豊富な確
認テストを使って理解度を確認しながら、 計画的に学習を進めることができます。
ご自身に合った方法で、 FileMaker Pro の学習を進めてください。

 • Claris アカデミー （E ラーニングサービス） ： content.claris.com/manabu-index
 • FileMaker オンライン学習 初級編 （動画のみ） ： content.claris.com/ja-e-learning-b-index

図1.5-1 カスタム App の開発方法を学ぶ方法

1.5.2  FileMaker プラットフォームの最新情報を知る
FileMaker の各製品の最新情報や詳細情報については、 以下の Claris の各 Web サイトに随時掲載されます。
本書の内容についてさらに深く知りたい場合には、 これらのサイトを参照してください。

 • Claris 公式サイト ：  https://www.claris.com/ja
 • Claris プロダクトドキュメンテーションセンター： 
  https://www.claris.com/ja/resources/documentation/
 • Claris FileMaker Pro ヘルプ： https://help.claris.com/ja/pro-help/content/index.html
 • Claris ナレッジベース：  https://support.claris.com/s/?language=ja

上記 Claris ナレッジベース （あるいは 「ナレッジベース」） にはさまざまな技術情報が製品別、 バージョン別
に掲載されています。 本書においてナレッジベースを 「KB: xxxxxxxxx」 の形式で 9 桁の番号と共に参照してい
る場合は、 ナレッジベースのサイトの検索ウインドウに番号を入れて検索すると、 該当するナレッジが検索されます。

https://content.claris.com/manabu-index
https://content.claris.com/ja-e-learning-b-index
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図1.5-2 Claris ナレッジベース
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第2章 身近なデータから始めよう

日頃からスプレッドシートなどを利用して業務のデータを管理している人も多いでしょう。そのようなスプレッドシー
トとカスタム App は、 どのような点で似ていて、 どのような点で違うのでしょうか？　このような点を考えながらカ
スタム App の作り方を学習していくと、 スプレッドシートの単なる代わりとしてではなく、 FileMaker ならではの
使い方や利点が見えてくるかもしれません。
まずは、 自分で初めてのカスタム App を作ってみて、 身近なデータを取り扱えるようにしてみましょう。

2.1 FileMaker Pro ファイルを作成しよう
新しいカスタム App を新しく作成するには、 FileMaker Pro のファイルを作成することから始めます。
FileMaker Pro ファイルを作成するには、 次の 4 種類の方法があります。
（1） FileMaker Pro で Starter App （テンプレート） やサンプル App をもとに作成する
（2） FileMaker Pro あるいは FileMaker Cloud でクイックスタートエクスペリエンス （Web オーサリング） を
使って作成する （macOS 版 19.2 以降および FileMaker Cloud 2.19.2 以降のプレビュー機能）

（3） FileMaker Pro で Microsoft Excel などの形式で作成されたファイルから変換して作成する
（4） FileMaker Pro で新規に作成する

いずれの方法も、 FileMaker Pro を起動した後、 [ファイル] メニュー > [新規作成...] で表示される起動ウイン
ドウ （図 1.2-2） から始めます （ (2) は Claris Customer Console の [ホーム] タブの [マイ App] からも作
成を始められます）。

2.1.1  サンプル App をもとに作成する
カスタム App を最も簡単に作成する方法として、 既存のサンプル App を利用する方法があります。
まず、 FileMaker Pro の起動ウインドウ （[ファイル] メニューの [新規作成...] から表示） の [作成] タブには、

Starter App というカスタム App のサンプル （テンプレート） が用意されています。
Starter App は、 「コンテンツ管理」、 「タスク」、 「会議」、 「目録」、 「資産」、 「連絡先」 の 6 種類が用意され
ており、 それぞれ目的に応じて選択して利用することができます。 データベースやレイアウトを自由に変更して、 自
社のニーズに応じたカスタム App を作成することもできます。
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図2.1-1 Starter App

この他、 Claris の Web サイトには、 業種別 ・ 職種別のサンプル App が多数用意されています （https://
content.claris.com/jpapps）。 サンプル App は 12 の業種、 10 の職種別に分類されており （2022 年 6 月
現在）、 無料でダウンロードして、 そのまま使い始めることも自社専用にカスタマイズして利用することもできます。
次の演習 2-1 では、 Starter App を使って自分のカスタム App を作成してみましょう。

演習 2-1  Starter App から自分のカスタム App を作成する

フォルダ：なし 使用ファイル：なし

本演習では、 Starter App の 「連絡先」 を使って顧客情報を管理するカスタム App を作成します。

1  FileMaker Pro を起動します。

2  メニューから Starter の 「連絡先」 を選択して、 新しいカスタム App を作成します。
a. [ファイル] メニューの [新規作成...] を選択し、 起動ウインドウを表示します。
b. 起動ウインドウの [作成] タブの 「Starter」 の下の 「連絡先」 を選択して、ウインドウ右下の [作
成] ボタンをクリックします。
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図2.1-2 Starter App ： 「連絡先」 を選択してカスタム App を作成

c. 名前を 「顧客情報.fmp12」 に変更し、保存場所が 「デスクトップ」 になっていることを確認して、
[保存] ボタンをクリックします。

図2.1-3 Starter App ： ファイルを保存
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d. 「顧客情報」 というカスタム App が作成されたことを確認してください。 このカスタム App は、
すぐに使い始めることができます。

図2.1-4 Starter App ： カスタム App 「顧客情報」

3  カスタム App 「顧客情報」 にデータを入力してみます。
a. カスタム App 上部 （ステータスツールバー） の [新規レコード] ボタンをクリックして、 データを
入力するためのレコード （1.3.2） を作成します。

b. レコード作成後に、 ステータスツールバーの左側 [レコード] の上 （レコード数） が 「1」 になっ
ていることを確認します。

c. 画面 （レイアウト） の中の 「敬称」 「名」 「姓」 「会社」 「WEB サイト」 などの欄 （フィールド）
に自由に値を入力してみます。



第2章　身近なデータから始めよう
　FileMaker Pro ファイルを作成しよう　

23

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

図2.1-5 Starter App ： カスタム App 「顧客情報」 にデータを入力

d. 画面 （レイアウト） 右側の 「電話/FAX」 「電子メール」 「住所」 などのタブをクリックして、 ど
のようなデータを管理できるか、 確認します。

演習終わり

2.1.2  クイックスタートエクスペリエンスで作成する （macOS）
（クイックスタートエクスペリエンス （Web オーサリング） 機能は、 バージョン 19.5.4 以降では提供されていません。）

クイックスタートエクスペリエンス （Web オーサリング） は、 バージョン 19.2 からプレビューリリースされている
機能で、 macOS 版の FileMaker Pro あるいは Claris Customer Console で利用することができます。
クイックスタートエクスペリエンスは、 ユーザが明示的にデータベースを作成することなく、 画面上に必要な要素
をドラッグ & ドロップしていくことによってカスタム App を作成するもので、簡単なカスタム App であればノーコー
ドで作成することができます。 クイックスタートエクスペリエンスで大まかにカスタム App の雛形を作成した後、 通
常の FileMaker Pro のカスタム App 作成モードに移行して、 少し手の込んだ機能を追加していったりすることも
できます。
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図2.1-6 クイックスタートエクスペリエンス

クイックスタートエクスペリエンスの機能と構成
クイックスタートエクスペリエンスは FileMaker Pro 19.5.1 時点ではプレビュー機能なので、 今後のアップデー
トで仕様が変更になる場合があります。 最新の仕様については、 Claris の Web サイトを参照してください。
クイックスタートエクスペリエンスでは、 例えば次のような操作をすることができます。

 • 新規レイアウトの作成、 レイアウトの複製、 レイアウト名の変更、 レイアウト削除
 • 新規フィールド追加、 フィールド編集、 フィールド削除
 • レイアウトへのレイアウトオブジェクトの配置
 • インスペクタを使ったレイアウトのスタイルの編集

画面上は、 図 2.1-7 のような構成になっています。
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図2.1-7 クリックスタートエクスペリエンスの構成 （macOS）

画面右上の [終了] ボタンをクリックすると、 クイックスタートエクスペリエンスで作成したカスタム App のプレ
ビューモードに切り替わります。 このとき、通常のカスタム App とは異なり、レイアウトバー （2.2.3） の右端に [編
集] ボタンと [Pro ツールセットを使用] ボタンが表示されます。 [編集] ボタンをクリックすると、再度クイックスター
トエクスペリエンスで編集が再開できます。 （図 2.1-8）

図2.1-8 クイックスタートエクスペリエンスで作成したカスタム App のレイアウトバー

一方、[Pro ツールセットを使用] ボタンをクリックすると通常の FileMaker Pro の編集モード （レイアウトモード）
に移行します。 同時に、 現在のファイル名の後ろに 「_QUICKSTART」 という文字列が追加された FileMaker 
Pro ファイルが自動生成されます。 こちらの方は、 クイックスタートエクスペリエンスを使って編集を再開することが
できますが、現在のファイルではこれ以降、クイックスタートエクスペリエンスを使用することはできなくなります。 （図 
2.1-9）

図2.1-9 クイックスタートエクスペリエンスから FileMaker Pro ファイルへ変換
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演習 2-2  クイックスタートエクスペリエンスを試す

フォルダ：なし 使用ファイル：なし

この演習では、 macOS 版のクイックスタートエクスペリエンスを使い、 ごく簡単なカスタム App を作ります。
作成したカスタム App はそのまま使い始めることもできますし、 FileMaker Pro で編集できる形式に変換して、
他のテーブルや機能を追加していくこともできます。

1  FileMaker Pro を起動します。

2  メニューからクイックスタートエクスペリエンスを起動します。
a. [ファイル] メニューから [新規作成...] を選択します。
b. [作成] タブの 「クイックスタートエクスペリエンスを試す」 の下の 「始めましょう」 ボタンをクリッ
クし、 ファイル名を指定して保存します。

図2.1-10 クリックスタートエクスペリエンスの開始

c. クイックスタートエクスペリエンスの画面が表示されることを確認します。

3  フィールドを追加します。
a. 画面左下のフィールドリストの [+] ボタンをクリックして [新規フィールド] ダイアログを表示しま
す。

b. [新規フィールドをレイアウトに追加] を選択 （チェック） します。 これにより、 作成したフィール
ドが順に自動的にレイアウトに追加されていきます。

c. [作成を続ける] を選択 （チェック） します。 これにより、 連続してフィールドを作成することがで
きます。
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d. [➀ タイプ] にフィールドのデータタイプ （3.2.2） を、[➁ 名前] にフィールド名を入力します。 [➂ 
オプションを設定] 欄が表示されるものについては設定して、 最後に [作成] ボタンをクリックし
ます。
以下のフィールドを順に入力してみましょう。

 タイプ  名前  オプションを設定

テキスト タスク -

ポップアップメニュー ステータス カスタム値を使用：実行中／保留中／
延期／キャンセル／完了

ラジオボタンセット 優先度 カスタム値を使用：高／中／低

テキスト カテゴリー -

日付 期限 日付書式： 2020/12/25

日付 完了日 日付書式： 2020/12/25

テキスト 説明 -

オブジェクト 添付ファイル -

図2.1-11 クリックスタートエクスペリエンス ：新規フィールド追加 （「ステータス」）

e. [閉じる] ボタンをクリックして [新規フィールド] ダイアログを表示します。

4  レイアウト上のフィールドの配置を調整します。
a. 「ステータス」 フィールドと 「優先度」 の領域の幅を半分くらいに縮めます。
b. ラジオボタン 「優先度」 を 「ステータス」 フィールドの右横にドラッグして並べます。
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c. 同様に、 「期限」 フィールドと 「完了日」 フィールドを縮小して左右に並べます。
d. 「説明」 フィールドの高さを左側のグリッドの下まで拡張します。
e. 「添付ファイル」 フィールドを右側のグリッドいっぱいに広げます。
f. ツールバーの [T] をクリックして、 テキストボックスをヘッダ （レイアウト上部） にドラッグします。
g. テキストボックスに 「タスク管理」 と入力します。
h. テキストボックスを選択した状態で、 ツールバー右のペイントマークをクリックしてインスペクタを
表示します。

i. テキストボックスのフォントサイズを 60 px に変更し、 テキストボックスの大きさを調整します。
j. だいたい図 2.1-12 のようになっているか、 確認してください。
k. 右上の [保存] ボタンをクリックしてレイアウトを保存します。

図2.1-12 クリックスタートエクスペリエンス ：レイアウトの調整

5  作成されたカスタム App を確認します。
a. クイックスタートエクスペリエンスの右上の [終了] ボタンをクリックします。
b. 表示された画面上で、 各フィールドをクリックして値を入力してみます。
c. 「期限」 フィールドと 「完了日」 フィールドのカレンダーアイコンをクリックすると、 カレンダーか
ら日付が選択できることを確認します。

d. 「添付ファイル」 フィールドに画像ファイルをドラッグ & ドロップして、 フィールド内に画像が表示
されることを確認します。 （図 2.1-13）

e. 画面右上の [編集] ボタンをクリックすると、 再度、 クリックスタートエクスペリエンスの画面に戻っ
て編集できるようになることを確認します。
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図2.1-13 クイックスタートエクスペリエンス ：カスタム App の確認

演習終わり

2.1.3  他の形式のファイルから変換して作成する
FileMaker Pro では、 Microsoft Excel や CSV 形式のテキストファイルなど、 他の形式のデータファイル
を新しい FileMaker Pro ファイルに変換することができます。 この方法は、 Excel などで管理しているデータを 
FileMaker Pro を使ってさらに便利に利用できるようにする場合などに使用します。
具体的な利用イメージを持つために、 ある企業において、 スプレッドシートファイルで 「顧客情報」 を管理して
いる場合を考えてみましょう。
顧客は約 13,500 人です。 現在は、 スプレッドシートで情報を管理していますが、 次のような問題があり、 日々
の事務やデータのメンテナンス作業などが大きな負担になっています。
A） データ件数が多いので表形式では見にくく、 データ更新に前後の行と間違えやすい
B） ファイルを共有フォルダで共有しているので、 営業部外秘の情報を一緒に管理できない
C） 顧客側担当者の名刺や会社パンフレットなどの画像データを関連付けて管理できない
D） 顧客と関連するデータ （例えば、 見積情報、 電話応対記録など） と関連付けて利用できない

一方、 FileMaker Pro を利用すると、 上記の問題は次のように解決することができます。
a） 顧客ごとの個別表示とリスト表示を用途に応じて使い分け （2.1.3）
b） データごと、 データ項目ごとにアクセスできるユーザを設定 （13.3）
c） テキスト、 数値などの現行のスプレッドシートのデータに加え、 画像データも一緒に管理 （8.2.1 など）
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d） 顧客データに関連する様々なデータをデータベースで関連付けて管理 （8.2.1 など）

では、 この顧客情報を FileMaker Pro を使って管理してみましょう。
既存のスプレッドシートファイルがある場合は、 スプレッドシートファイルから直接、 顧客情報を管理する 
FileMaker Pro ファイル （カスタム App） を作成することができます。 これは、 FileMaker Pro のデータファイ
ル変換機能を使って簡単に行うことができます。
他の形式のデータファイルを変換するには、 起動ウインドウ （[ファイル] メニューの [新規作成...] から表示） の 
[作成] タブで [変換] をダブルクリックします。 詳しい操作方法は、 演習 2-3 を参照してください。
変換を実行すると、 自動的に次の処理が行われます。

 • 新規 FileMaker Pro ファイルの作成
 • カスタム App のデータベース構造の作成
 • データの登録
 • データを表示するための 2 つのレイアウト （標準フォームとリスト） の作成

図2.1-14 [変換] ボタン

変換された FileMaker Pro のファイルをユーザは自由に編集して、 自分のカスタム App を作成していくことが
できます。
なお、 元の Excel ファイルと作成された FileMaker Pro ファイルは連動していないので、 FileMaker Pro ファ
イルのデータを変更しても元の Excel のファイルデータには反映されません。
次の演習 2-3 で、 実際の操作や出来上がったカスタム App を確かめてみてください。
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変換できる形式

FileMaker Pro ファイルに変換できるファイル形式には、演習 2-3 で使う Microsoft Excel 形式 （拡張子 「.xlsx」）
の他に、 次のような形式も利用できます。
 • タブ区切りテキスト （拡張子 「.tab」 「.txt」）
 • コンマ区切りテキスト （拡張子 「.csv」 「.txt」）
 • Merge ファイル （拡張子 「.mer」）
FileMaker Pro で利用したいデータがあるときは、 これらの形式から簡単に変換することができます。 変換できるファ
イル形式については、 本書 2.7 節の表 2.7-1 を参照してください。

演習 2-3  スプレッドシートを FileMaker Pro ファイルに変換する

フォルダ：演習2_3 使用ファイル： 2_顧客名簿.xlsx

本演習では、 Microsoft Excel 形式で管理されている顧客情報を、 FileMaker Pro のファイルに変換します。
演習で使うファイル 「2_顧客名簿.xlsx」 は、次のような内容です。 1 行目が列見出しで、2 行目以降に顧客デー
タが保存されています。 顧客データは全部で 13,434件入っています。

図2.1-15 「顧客名簿.xlsx」 の内容

なお、 この演習で変換により生成されたカスタム App ファイルの内容については、 演習 3-1 （3.2.1） で確認
します。

1  FileMaker Pro を起動します。

2  メニューから 「変換」 を実行します。
a. [ファイル] メニューから [新規作成...] を選択します。
b. [変換] をクリックして選択し、 ウインドウ右下の [作成] ボタンをクリックします。
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図2.1-16 [作成] ボタンをクリック

c. 変換するファイルを指定するダイアログで 「2_顧客名簿.xlsx」 を選択し、 [開く] ボタンをクリッ
クします。
なお、 他のデータファイルから変換する場合は、 ダイアログ中の [表示:] から目的のファイル形式あ
るいは 「すべて」 を選択することによってファイルを表示することができます。

図2.1-17 変換するデータファイルを指定

d. [新規作成] ダイアログで、 変換後のファイル名 （「2_顧客名簿.fmp12」 とします） と保存場所
を指定して [保存] ボタンをクリックします。
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図2.1-18 変換後のファイル名を指定

3  [ファイルを変換] ダイアログで変換方法を指定します。
a. ダイアログ左側で 「フィールド名」 （1.2.5） として扱う行を指定することができます。 最初は 1 
行目を 「データ」 として扱う設定になっていることを確認します。

図2.1-19 [ファイルを変換] ダイアログ

b. 「2_顧客名簿.xlsx」 の 1 行目を 「フィールド名」 として指定します。
なお、ここで 1 行目を 「データ」 のままで変換を実行すると、「f1」 「f2」 といった項目名が割り振られ、
1 行目もデータとして取り込まれます。

c. ダイアログ右上の [ターゲット] の欄で、 変換後のテーブル名 （ここでは 「顧客」） を指定します。
（図 2.1-20）
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図2.1-20 フィールド名として使用する行とテーブル名の指定

d. [変換] ボタンをクリックして少し待つと、 スプレッドシートによく似た画面 （表形式） が表示され
ることを確認します。

4  変換結果を確認します。 （図 2.1-21）
a. 変換直後には、 「表形式」 （2.3.1） で表示されます。 この表示形式は、 主にデータのメンテナ
ンスに使用します。

b. 変換時に Excel ファイルの 1 行目を 「フィールド名」 として使用するように指定したので、フィー
ルド名に Excel ファイルの 1 行目の列タイトルが割り当てられていることを確認します。

c. カスタム App に変換されたレコードの件数が、 変換前の Excel ファイルの顧客データ数と同じ 
13,434 件であることを確認します。

d. （具体的な内容の確認は、 演習 3-1 を参照してください。）
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図2.1-21 変換後の FileMaker Pro ファイル （表形式）

演習終わり

既存のデータファイルを変換する他の方法

演習 2-3 の方法の他に、 変換するファイルを FileMaker Pro のアプリケーションアイコンにドラッグ & ドロップする
ことによって変換することもできます。
ドラッグ & ドロップした後は、 演習 2-3 のステップ (2) - d. 以降の手順と同じです。
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2.1.4  新規に作成する
[ファイル] メニュー > [新規作成...] で表示される起動ウインドウの [作成] タブで [新規] を選択すると、 まっさ
らの FileMaker Pro ファイルを作成することができます。 この作成方法は、 まったく何もない状態からカスタム 
App を作成したい場合や、 テスト目的で FileMaker ファイルを作成したい場合に使用します。

図2.1-22 [新規] ボタン

この方法で作成した FileMaker Pro ファイルには、 必要最低限のデータベース （3.2） やレイアウト （3.3） し
か含まれていません。
本書では、 第 6 章で新しいファイルからカスタム App を作成していきます。
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2.2 初めてのブラウズモード
FileMaker Pro の 4 つのモード （1.3.3） のうち、 ブラウズモードはユーザがカスタム App 内のデータを表示
し、 操作するときのモードです。 ブラウズモードでは、 レコードの表示の他、 追加、 表示、 編集、 ソート （並び替え）、
除外 （非表示）、 および削除を実行することができます。

2.2.1  ブラウズモードに切り替える
FileMaker Pro を起動してカスタム App を開いたときは、 ブラウズモードになっています。 他のモードからブ
ラウズモードに切り替えるときには、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： メニューから切り替える
[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。 なお、 [表示] メニューの内容はそのときのモードによって
異なりますが、 モードの切り替えメニューは、 どのモードの場合も常に入っています。

表2.2-1 ブラウズモードの [表示] メニューからのモード切り替え

 • 方法 2 : ショートカットで切り替える
Ctrl+B （Windows） あるいは command-B （macOS） を使います。

 • 方法 3 : ステータスツールバー、 レイアウトバーから切り替える
 – 検索モードから ： [検索のキャンセル] をクリック
 – レイアウトモードから ： [レイアウトの終了] ボタンをクリック
 – プレビューモードから ： [プレビューの終了] ボタンをクリック
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2.2.2  ブラウズモードのステータスツールバー
ブラウズモードのステータスツールバーには、 コンテンツエリアのレコードを切り替えるためのコントロールツール
や、 よく使うコマンドのボタンが配置されています。
ステータスツールバーの左上部は、 コンテンツエリアに表示するレコードに関する情報を表示しています。 現在の
レコード （2.4.1） を素早く切り替えたり、 現在の対象レコード （2.4.1） に関する情報を得ることができます。

図2.2-1 ブラウズモードのステータスツールバー

 • 画面左上の[<] および [>] ボタン （レコードの前後移動）
レコードを 1 つずつ移動して、 コンテンツエリアに表示します。

 • 現在のレコード番号
表示されている数値は、 現在のレコードが先頭から何件目に位置しているかを示しています。 この数値を直接
変更して Tab キー、 あるいは Enter キー （Windows） または return キー （macOS） を押下すると、 そ
の位置のレコードに移動することができます。  

 • スライダ
現在のレコード位置(番号)を視覚的に表現しています。 最も左へスライドすると最初のレコードに、 最も右へス
ライドすると最後のレコードに移動します。 現在のレコード番号はスライダの位置に連動して変わります。

 • 円グラフ、 合計あるいは該当件数、 およびソート状況
コンテンツエリアに表示されているレコードが絞り込まれていない全レコードの場合、 全レコード数が表示され
ます。
検索などによってレコードが絞り込まれている場合は、 対象レコードの件数と全レコード数が 「対象レコード数 
/ 全レコード数」 の形式で表示されます。 このとき、円グラフにはその割合が視覚的に表示されます。 各レコー
ド数の表示の下には、 レコードがソートされているかどうかが表示されます。

 • コマンドボタン
ブラウズモードでよく使われるコマンドのボタンが用意されています。

 • 検索ボックス
現在のレイアウトに表示されているフィールドを対象に 「クイック検索」 （4.2.1） を実行する際に、検索キーワー
ドを入力します。
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2.2.3  ブラウズモードのレイアウトバー
ブラウズモードのレイアウトバーには、 コンテンツエリアの表示の切り替えやモードの切り替えのためのボタンな
どが配置されています。

図2.2-2 ブラウズモードのレイアウトバー

 • [レイアウト] ポップアップメニュー
現在のレイアウト名が表示されます。 クリックして、 他のレイアウト名を確認したり、 他のレイアウトに移動した
りすることができます。

 • [表示方法の切り替え] ボタン
表示形式 （2.3.1） を切り替えるボタンです。

 • [プレビュー] ボタン
プレビューモードに切り替えるボタンです。

 • [書式設定バー]の表示／非表示用ボタン
テキストおよびオブジェクトの書式を設定するためのオプションを表示する [書式設定バー] を表示／非表示す
るためのボタンです。

 • [レイアウトの編集] ボタン
レイアウトモード （3.3） に切り替えるボタンです。

 • （表形式の場合） [変更...] ボタン
表形式 （2.3.1） の表示項目を変更するための [表形式の変更] ダイアログを表示するボタンです。

図2.2-3 「表形式」 のレイアウトバー
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2.3 データの表示を切り替えてみよう
2.3.1  3 つの表示形式
FileMaker Pro のコンテンツエリアでは、 レコードの表示形式を次の 3 種類の中から選択することができます。

 • フォーム形式
1 画面に 1 レコードずつ表示します。 フィールドの配置や表示形態などはレイアウトモードで変更します。

 • リスト形式
1 画面に複数レコードをリストで表示します。 フィールドの配置や表示形態などはレイアウトモードで変更します。

 • 表形式
スプレッドシートのような形式で表示します。 各行にはレコード、 各列にはフィールドが表示されます。 カスタム 
App に入力されているデータ全体を確認したい場合など、 主にデータのメンテナンスに使います。
フィールド順の変更や表示／非表示は、 [表形式の変更] ダイアログで設定します。

2.3.2  表示形式を切り替える
表示形式は、 ブラウズモードあるいは検索モードで、 次のいずれかの方法で切り替えることができます。

 • 方法 1 : メニューで切り替える
[表示] メニューから切り替える表示形式を選択します。

図2.3-1 ブラウズモードの [表示] メニューからの表示形式切り替え
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 • 方法 2 : レイアウトバーで切り替える （図 2.3-2）
[表示方法の切り替え] のボタン （左から、 フォーム形式、 リスト形式、 表形式の順） をクリックします。

図2.3-2 レイアウトバーの [表示方法の切り替え] アイコン

演習 2-4  ブラウズモードで表示形式を切り替える

フォルダ：演習2_4から8 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

本演習では、 ブラウズモードでの 3 種類の表示形式 （2.3.1） によってレコードの表示がどのように変わるかを
確認します。

1  演習ファイルを開きます。
演習 2-3 で FileMaker Pro のファイル変換機能によって MS-Excel 形式のファイルから作成したファ
イルがあれば、 それを開いてください。

2  「表形式」 によるレコードの表示を確認します。
a. ファイル変換直後には、 表形式で表示されます。 フィールド名に Excel ファイルの 1 行目の列
タイトルが割り当てられており、 Excel とほぼ同様の表示になっていることを確認します。

図2.3-3 表形式によるレコード表示

3  「リスト形式」 によるレコードの表示を確認します。
a. レイアウトバー （2.2.3） の 「表示方法の切り替え」 の真ん中のアイコンをクリックすると、 1 件
の顧客データが 1 行に表示されたリスト形式に切り替わります。
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図2.3-4 リスト形式によるレコード表示

4  「フォーム形式」 によるレコードの表示を確認します。
a. レイアウトバーの 「レイアウト」 のポップアップメニューで 「レイアウト 1」 を選択します。
b. 「表示方法の切り替え」 で左端のアイコンを選択すると、 1 件の顧客データが 1 画面に表示され
る 「フォーム形式」 に切り替わります。 カスタム App は、これら 「リスト形式」 と 「フォーム形式」
とを主に使用して作成していきます。

図2.3-5 フォーム形式によるレコード表示

演習終わり
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2.4 データを操作してみよう
FileMaker Pro で取り扱うデータは、 レコード （1.3.2） を単位として操作します。 ある条件に合致するデータ
をレコードを単位に取り出したり （レコードの検索）、 注目しているレコードを変更したり （レコードの移動）、 ある
フィールド値によってレコードを整列させたり （レコードのソート） します。

2.4.1  全レコード／対象レコード／現在のレコード
データベース中のすべてのレコードを全レコードと呼びます。 これに対して、検索などの処理によって一部のレコー
ドを注目しているとき、 それらのレコードを対象レコードと呼びます。
ステータスツールバー （2.2.2） の左上の円グラフには、 対象レコード数の割合が色付けされて表示されます。
この円グラフの中心をクリックすると、 表示されているレコードが対象レコードから対象外になっているレコードに変
わり、 再度クリックすると元の対象レコードに戻ります。
円グラフの横には、 対象レコード数と全レコード数が表示されます。 (図 2.4-1）

図2.4-1 対象レコード数 / 全レコード数

現在注目しているレコードを現在のレコードと呼びます。 フォーム形式では、 現在のレイアウトに表示されている
レコードが現在のレコードです。 リスト形式あるいは表形式では、 クリックしたレコードが現在のレコードになります。
現在のレコードは、 ステータスツールバーのコントロール （矢印、 レコード番号、 スライダ） を使って移動すること
もできます。

図2.4-2 全レコード／対象レコード／現在のレコード
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全レコードの表示
検索などによって対象レコードのみが表示されているときに、 テーブルに保存されているすべてのレコードを表示
するには、 次の方法があります。

 • 方法 1 : メニューから表示する
[レコード] メニューの [全レコードを表示] を選択します。

 • 方法 2 : ステータスツールバーの [すべてを表示] アイコンをクリック

全レコードを表示すると、 テーブル内の先頭のレコードからすべてのレコードが表示されます。 ステータスツール
バーの 「該当件数」 の文字は 「合計」 に変わり、 全レコード数のみが表示されされます。 （図 2.4-3）

図2.4-3 全レコードを表示したときのステータスツールバーの表示

次の節で必要なデータを検索したり絞り込みをしたりしながら、 全レコード、 対象レコード、 そして現在のレコー
ドがどのように変わるかを確認してください。

2.4.2  レコードの検索
「特定の条件に一致するデータ」 を探すことを検索といいます。 探す条件になる 「特定の条件」 のことを検索条

件、 そして、 検索の結果、 得られたデータを検索結果と呼びます。
FileMaker Pro では、 いくつかの検索方法を利用することができますが、 ここではクイック検索と絞り込み検索
をやってみましょう。 FileMaker Pro の検索方法について詳しくは、 第 4 章を参照してください。

クイック検索
クイック検索 （4.2.1） は、 ブラウズモードで利用可能な即時検索 （4.2） の一つです。
クイック検索では、 ステータスツールバーの右上隅の検索ボックスに検索条件の単語 （キーワード） を入力すると、
その単語が含まれるレコードを検索します。 複数の単語をスペースで区切って入力すると、 すべての単語が含まれ
るレコードが検索できます。

図2.4-4 クイック検索の検索ボックス
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レコードの絞り込み
現在の対象レコードを、 さらに他のキーワードで絞り込みたい場合
には、 絞り込み検索 （4.1.3） をすることができます。
絞り込み検索は、 クイック検索で複数の単語を一度に入力する場合
と違って、 いったん検索した結果を見ながら、 特定のフィールドに対
して他のキーワードで絞り込む、 といった段階的な検索などに利用す
ることができます。
絞り込み検索を実行するにはまず、 絞り込みの対象とするフィール
ドに移動し、 そして、 ショートカットメニューの [対象レコードの絞り込
み] を選択します。 絞り込む条件 （キーワード） には、フィールド全体、
あるいは、 フィールド内の一部のテキストを指定することができます。

図2.4-5 ショートカットメニューによる絞り込み検索

演習 2-5  クイック検索と絞り込み検索で顧客を検索する

フォルダ：演習2_4から8 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

この演習では、 顧客名簿からクイック検索で顧客を取り出し、 さらに、 その検索結果 （対象レコード） の顧客を
絞り込む場合を考えます。
演習ファイル 「顧客名簿」 には、 顧客の管理コード、 登録日、 名前、 性別、 都道府県 （住所） などのデータ
が登録されています。
クイック検索は、 ステータスツールバーの検索ボックスに単語を入力して、 クイック検索を実行します。 検索ボッ
クスが表示されていない場合は、 ウインドウのサイズを横に広げてみてください。

1  演習ファイルを開き、 「レイアウト 2」 レイアウトを表示します。
「レイアウト 2」 でリスト形式にしておくと、 後の検索結果の確認が楽です。

2  クイック検索で 「千葉」 を含むレコードを検索します。
a. クイック検索の検索ボックスに 「千葉」 と入力し、Enter キー （Windows） または return キー
（macOS） を押下します。

b. 検索結果として、 キーワード 「千葉」 が含まれるレコードが表示されることを確認します。
c. ステータスツールバーの左上の円グラフの横に、 検索されたレコード数と全レコード数とが表示
されていることを確認します。 （図 2.4-6）

d. 検索結果の各レコードの、 どのフィールドにキーワード 「千葉」 が含まれているか、 確認します。
「都道府県」 フィールドだけでなく、 「名前」 フィールドに 「千葉」 が含まれているレコードも検索
されているはずです。
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図2.4-6 クイック検索の結果

3  検索結果を、 絞り込み検索によって 「男性」 のみの顧客に絞り込みます。
a. 「性別」 フィールドの値が 「男」 のフィールドをクリックして、 絞り込み検索の対象とするフィール
ドとします。

b. ショートカットメニューの [対象レコードの絞り込み] を選択します。 右クリックするか、 または 
control キーを押しながらクリック （macOS） してショートカットメニューを表示し、 [対象レコー
ドの絞り込み] を選択します。

c. 当初の対象レコード （検索結果） が絞り込まれて、 「男」 の顧客だけの対象レコードになってい
ることを確認してください。

図2.4-7 ショートカットメニューによる絞り込み検索

演習終わり
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2.4.3  レコードの移動
対象レコードあるいは全レコードの中で、 一つのレコードに注目して処理の対象としたい場合があります。 この注
目するレコードを現在のレコードと呼びます。
特定のレコードを現在のレコードにするには、 レコードを移動します。 ブラウズモードでレコードを移動するには、
次の 5 通りの方法があります。
1. ステータスツールバーの [<], [>] ボタンで 1 レコードずつ移動する。
2. ステータスツールバーのスライダで高速に移動する。
3. ステータスツールバーでレコード番号を指定して移動する。
4. コンテンツエリアの特定のレコードをクリックして移動する。
5. [レコード] メニューの [レコードへ移動] を選択し、 [次へ] [前へ] [移動...] のいずれかを選択して移動する。

図2.4-8 ステータスツールバーを使ってレコードを移動

現在のレコード番号
ステータスツールバーの 「現在のレコード番号」 の表示 （2.2.2） は、 そのレコードが何番目にあるかを表して
います。  
この番号は、 検索やソートが実行されて相対的なレコードの並び位置が変わるたびに変更されます。 しかし、
どのレコードが現在のレコードであるかは変わりません。

演習 2-6  レコードを移動する

フォルダ：演習2_4から8 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

この演習では、 ブラウズモードでの様々なレコードの移動方法を確認します。

1  演習ファイルを開いて、 「レイアウト 2」 に切り替え、 リスト形式にします。

2  このカスタム App ファイルに含まれているレコードを確認します。
a. 右の縦スクロールバーをマウスで上下に操作し、 どのようなレコードがあるか確認します。  

3  コンテンツエリアのレコードをクリックして、 現在のレコード （2.4.1） を移動します。
a. いずれかのレコード （行） のフィールドあるいは行の余白の部分をクリックします。
b. レコードの周辺の色が他のレコードと変わったことを確認します。 これは、 現在のレコードがこの
レコードに移動したことを表しています。
ステータスツールバーの現在のレコード番号が変わっていることも確認してください。
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図2.4-9 現在のレコード

4  ステータスツールバーの [<], [>] ボタンで 1 レコードずつ移動します。
a. ステータスツールバーの [>] ボタンをクリックし、 次のレコードに移動します。
b. レコード周辺の色が変わって、 現在のレコードが移動したことを確認してください。
c. ステータスツールバーの [<] ボタンをクリックし、 前のレコードに移動します。
[>] ボタンをクリックしたときと同様の確認をしてください。

5  ステータスツールバーのスライダでレコードを移動します。
a. ステータスツールバーの一番右までスライドします。
b. 対象レコードの最後まで表示がスクロールされて、 一番下のレコードが表示されることを確認し
ます。

c. また、 現在のレコード番号が変わっていることも確認します。

6  ステータスツールバーでレコード番号を指定して移動します。
a. ステータスツールバーの現在のレコード番号に 「5」 と入力して Enter キー （Windows） また
は return キー （macOS） を押下します。

b. 現在のレコードが 5 件目に移動し、 そのレコードが表示されることを確認します。

7  [レコード] メニューの [レコードへ移動] から移動します。
a. [次へ] と [前へ] を使ってレコードを前後に移動できることを確認してください。
b. [移動...] を選択して任意のレコード番号を入力することによって移動できることを確認してくださ
い。

演習終わり
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2.4.4  レコードのソート
FileMaker Pro では通常、 レコードは入力された順に表示されています。 目的のデータを探しやすいように、
別の基準で並び替えることをソートといいます。
どのような基準でソートするかは、 [レコードのソート] ダイアログを使って設定します。
[レコードのソート] ダイアログは、 次のいずれかの方法で表示します （ショートカットを使うこともできます）。

 • 方法 1 ： [レコード] メニューの [レコードのソート...] から開く
 • 方法 2 ： ステータスツールバーの [ソート] ボタンから開く

並び替えの基準には、 フィールドを指定します。 [レコードのソート] ダイアログでは、 左に並び替え基準の候補
となるフィールドのリスト、 右に選択したフィールドのリストが配置されています。 左のリストでフィールドを選択して 
[>>移動>>] ボタンをクリックあるいはフィールド名をダブルクリックして右側のリストに設定します。
複数のフィールドを指定する時は、 並び替えの優先度順に左のリストから選択します。 また、 既に選択した 「ソー
ト優先順位」 欄のフィールド名を選択してドラッグすることにより、 それぞれの並び順を変更することもできます。
並び替えの基準としては、 フィールドごとに [昇順]、 [降順]、 [値一覧に基づく順位](11.3） が指定できます。

図2.4-10 [レコードのソート] ダイアログ

なお、 ソート順を解除するには、 次のいずれかの方法を使います。
 • 方法 1 ： [レコード] メニューから [ソート解除] を選択
 • 方法 2 ： [レコードのソート] ダイアログの [ソート解除] ボタンをクリック

ソート順の記憶
FileMaker Pro はカスタム App で最後に実行したソート順を記憶しています。 [レコードのソート] ダイアログ
を表示すると、 記憶されているソート順がわかります。
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演習 2-7  レコードをソートする / ソートを解除する

フォルダ：演習2_4から8 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

この演習では、演習ファイルの顧客リストを、「都道府県」 別に 「年齢」 が高い順に並び替えます。 この場合、ソー
トの優先順位は、 「都道府県」 が先、 「年齢」 が後になります。

1  ソートの確認をしやすいように準備をします。
a. 演習ファイルを開いて、 「レイアウト 2」 に移動し、 リスト形式にします。
b. 「現在のレコード」 を 1 件目にします。
このレコードは、 管理コード 「00001」、 名前 「平林　和久」 さん、 年齢 「73」 です。  

2  ソートを実行します。
a. [レコード] メニュー > [レコードのソート...] から [レコードのソート] ダイアログを表示します。
b. 左のフィールド一覧から 「都道府県」 を選択して [>> 移動 >>] ボタンをクリックします （左の
フィールド名 「都道府県」 をダブルクリックしても同じ結果になります）。

c. 右の [ソート優先順位] のリストに 「都道府県」 が 1 行追加されたことを確認します。
d. さらに、 左のフィールド一覧から 「年齢」 を選択して [>> 移動 >>] ボタンをクリックし、 右の 
[ソート優先順位] のリストの 「都道府県」 の下に、 「年齢」 が追加されたことを確認します。

e. 右の [ソート優先順位] のリストの 「年齢」 を選択し、下のラジオボタンから 「降順」 を選択します。
f. [ソート] ボタンをクリックします。

図2.4-11 ソート順の指定
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3  ソートの結果を確認します。
a. 現在のレコードが変わっていないことを確認します （管理コード 「00001」）。
b. 現在のレコード番号が、 最初 （「1」） とは違っていることを確認します （「9707」）。 また、 ステー
タスツールバーの表示は 「ソート済み」 になっていることを確認します。

図2.4-12 ソート結果

4  ソートを解除します。
a. 再度 [レコードのソート] ダイアログを開いて、 [ソートの解除] ボタンをクリックします。
b. 現在のレコードは変わらず （管理コード 「00001」）、 現在のレコード番号が最初の番号 （「1」）
に戻っていることを確認します。 また、 ステータスツールバーの表示は 「未ソート」 になってい
ることを確認します。

演習終わり

表示状態などの記憶

「ローカル」 （サーバーで共有しているのではなく、 自分のパソコンにカスタム App ファイルを置いている状態） でファ
イルを開いて作業していると、 ファイルを閉じる時点での対象レコード、 ソート状態、 ウインドウのサイズ、 表形式の表示
状態などが保持されます。
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2.5 データをバックアップしてみよう
本節では、 データの編集 （2.6） に先立って、 データベースのバックアップについて確認します。
FileMaker Pro ではデータは常に安全に保護されていますが、 誤ったユーザ操作による削除や変更を元に戻す
ことは基本的にできません。 これはデータだけではなくデータベースの構造についても同じです。
このような時のために、 データベースが更新 ・ 変更される前にバックアップを取ることはとても重要です。
また、 バックアップファイルはさまざまなトラブルの解決策になり得るので、 思いついたときだけではなく、 計画
的にバックアップを取ることも有効です。 さらに、 万が一、 パソコンが壊れたときにバックアップファイルを失うこと
がないように、 外部の記憶装置やサービスにバックアップファイルを保存しておくことも大切です。
なお、 FileMaker Cloud や FileMaker Server を使うと、 自動的に一定間隔でバックアップを取ることができ
ます。 カスタム App を安全に使っていくために、 ぜひ導入を検討してください。

2.5.1  バックアップファイルの作成
FileMaker Pro のカスタム App ファイルにはデータとその構造が 1 つのファイルに入っているので、 ファイルを
複製することによってバックアップを作成することができます。
カスタム App のファイルを複製するには、 次の方法があります。

 • 方法 1 ： [ファイル] メニューから [名前を付けて保存...] を実行
 • 方法 2 ： OS のファイルの複製 （コピー & ペースト） 機能を使用

方法 1 では、 [複製ファイルの名前] ダイアログが表示され、 複製ファイルの名前や保存場所を指定できるだけ
なく、 保存形式を指定することできます。 例えば、 保存形式として [最適化コピー （サイズ小） ] を選択するとファ
イルの内部を最適化してファイルサイズを小さくできます。
方法 2 の OS の機能を使うとファイルがそのまま複製されます。 この場合には、 カスタム App を FileMaker 
Pro で正常に終了させてファイルを閉じてから実行してください。
バックアップファイルのファイル名は、 後から見たときに、 どのファイルをいつバックアップしたものかすぐにわか
るように日付などを入れておくと、 使いたいときに探しやすくなります。
なお、 FileMaker Cloud や FileMaker Server を使ってバックアップを取るときは、 バックアップファイル名に
バックアップ実行時のタイムスタンプが自動的に付与されます。

演習 2-8  バックアップをする （ファイルの複製）

フォルダ：演習2_4から8 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

本演習では、 ファイルの複製によってカスタム App のバックアップを取ります。 また、 保存形式を変更することで、
複製ファイルがどのように変わるかを確認します。

1  FileMaker Pro の [ファイル] メニューからファイルを複製します。
a. [ファイル] メニュー > [名前を付けて保存...] を選択し、 [複製ファイルの名前] ダイアログを開き
ます。

b. 保存先とファイル名を指定します。 ファイル名には本日の日付を入れてください。
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c. [タイプ] に 「現在のファイルのコピー」 を選択し、 [保存] ボタンをクリックします。

図2.5-1 [複製ファイルの名前] ダイアログ

d. 複製ファイルが作成されたかどうかを確認します。

2  保存形式を変えて複製を作成します。
a. もう一度、 [複製ファイルの名前] ダイアログを開きます。
b. ファイル名は上記ステップ (1) とは異なる名前を指定してください。
c. [タイプ] に 「最適化コピー（サイズ小）」 を選択して、[保存] ボタンをクリックします。 （図 2.5-2）
d. 作成された複製ファイルのサイズと、 ステップ (1) で作成した複製ファイルのサイズを比較してみ
てください。

図2.5-2 「最小化コピー （サイズ小）」 を選択して複製

演習終わり
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2.6 データを編集してみよう
カスタム App ファイルにおけるデータ編集は、 レコード単位に実施します。 データ編集には、 大きく分けて次の 
3 種類があります。 本節では、 これらについて順に説明します。

 • レコード編集 （2.6.1）
 • レコード作成 （2.6.2）
 • レコード削除 （2.6.3）

2.6.1  レコードの編集
レコードの編集とは、 レコードのフィールドのデータ （値） を変更することです。 そして、 フィールドのデータを変
更して保存することは、 レコードを変更して保存することでもあります。
ブラウズモードでレコードを編集する場合は、 編集対象のフィールドを選択してアクティブにします。

アクティブなフィールド／アクティブなレコード
ブラウズモードのフォーム形式では、表示中のレコードが現在のレコードです。 リスト形式や表形式で任意のレコー
ドのフィールドをクリックしてカーソルがそこに入っている状態にすると、 現在のレコードが移動します。
今、 レイアウト上でカーソルがあるフィールドをアクティブなフィールド、 また、 アクティブなフィールドがあるレコー
ドをアクティブなレコードと呼びます。

レコードの確定
FileMaker Pro では、 ブラウズモードで編集したデータは作業中に自動的に保存されます。 これをレコードの

確定あるいはデータの確定と呼びます。
レコードは、 次の操作をした時点で確定されます。

 • レコード内のフィールド以外の部分をクリックする
 • Enter キー （Windows） または enter キー （masOS） を押下する
 • 他のレコードに移動する
 • 他のレイアウトやモードに切り替える
 • ウインドウを閉じる

つまり、 FileMaker Pro では、 データを確定 （保存） する際に、 他のアプリケーションのように、 ユーザが保存
コマンドを実行したり、 システムから 「保存しますか？」 と聞かれたりすることはありません。

フィールドデータの全置換
フィールド内をクリックして直接編集する他に、 対象レコードの特定のフィールドに対して一括して新しいデータで
置き換えることができます。 これを全置換といいます。
全置換は、 [レコード] メニュー > [フィールド内容の全置換...] から [フィールド内容の全置換] ダイアログを使っ
て設定します。
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図2.6-1 [フィールド内容の全置換] ダイアログ

なお、全置換の実行後は、元に戻せません。 失敗しても元に戻せないので、直前にファイルのバックアップ （2.5）
を取ってから全置換を実行するように習慣付けましょう。 全置換の対象レコードにも、 十分気をつけてください。

ソートとレコード確定

レコードが確定されたとき、対象レコードがソート済みで、 さらにソート実行の際に [ソートされた順位でレコードを保持] 
のオプションのチェックがオンである場合、 FileMaker Pro は常にソート順を守ろうとするため、 ソート順の設定に基づい
て再度ソートを実行します。 その結果、 フィールドを編集してレコードを確定した途端にそのレコードが画面から消えてし
まい、 驚くかもしれません。  
この動作を止めるには、 [レコードのソート] ダイアログの [ソートされた順位でレコードを保持] のオプションのチェック
をオフにしてソートします。 すると、 レコードの確定時にも、 ソート順とは関係なく、 そのレコード位置のままになります。
なお、 この設定は通常はオンになっています。

図2.6-2 ソートされた順位でレコードを保持
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演習 2-9  フィールドを編集する

フォルダ：演習2_9 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

本演習では、 演習ファイルのフィールドを編集し、 さらに全置換を使って一括編集します。
演習ファイルのデータをよく見ると、 「都道府県」 フィールドに 「東京」 と 「東京都」 の 2 種類のデータが存在
しています。 しかし、 データを管理する上では、 フィールドに入力されている内容が統一されていないと困ること
があります。 例えば、 集計時に 「東京」 と 「東京都」 が別のものとして処理されてしまいます。
この演習では、 フィールドの編集と全置換を使って、 「東京」 を 「東京都」 に統一します。

図2.6-3 演習ファイルの 「都道府県」 フィールドの内容

1  クイック検索 （2.4.2, 4.2.1） で 「東京」 を検索します。

2  1 つのレコードのフィールド値を直接編集します。
a. 「都道府県」 フィールドの値が 「東京」 のレコードを探します。
b. その 「都道府県」 フィールド内をクリックして、 フィールドをアクティブにします。
c. 内容を 「東京都」 に編集します。
d. 他のレコードへ移動して、 レコードを確定 （保存） します。

3  他の複数のレコードのフィールド値を全置換で変更します。 （図 2.6-4）
a. 「都道府県」 フィールドの値が 「東京都」 のフィールドをクリックします。
b. [レコード] メニューから [フィールド内容の全置換...] を選択し、 [フィールド内容の全置換] ダイ
アログを表示します。

c. 全置換する内容を確認します。
1 つ目の [置換] のラジオボタンの横に、 現在のレコードのフィールド値 「東京都」 が表示されて
いるのを確認します。

d. [置換] ボタンをクリックします。
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図2.6-4 [フィールド内容の全置換] ダイアログの表示

4  全置換の結果を確認します。
a. 対象レコードの 「都道府県」 フィールドがすべて 「東京都」 に置き換わっていることを確認します。

演習終わり

2.6.2  レコードの作成
FileMaker Pro で新しいレコードの作成するには、 次の 2 つの方法があります。

 • まったく新しくレコードを作成
 • 既存のレコードを複製して作成

どちらの方法でレコードを作成しても、 現在のテーブルの最後に新しいレコードが追加されます。
ただし、画面上の表示は、対象レコードのソート状態によって違います。 対象レコードがソート済みの状態であれば、
現在のレコードの後ろに、 未ソートの状態であれば対象レコードの最後のレコードの後ろに、 新しいレコードが表示
されます。

新規レコード作成
まったく新しくレコードを作成するには、 次の 3 つの方法があります。

 • 方法 1 ： [レコード] メニューから [新規レコード] を選択
 • 方法 2 ： ステータスツールバーの [新規レコード] をクリック

図2.6-5 新規レコード作成 （ステータスツールバーから）
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 • 方法 3 ： （表形式の場合） 最後の行の次の [+] アイコンをクリック

図2.6-6 新規レコード作成 （表形式の [+] アイコンから）

レコードの複製
既存のレコードを複製して新しいレコードを作成するには、 次のようにします。

 • 方法 ： 複製するレコードに移動し、 [レコード] メニューから [レコードを複製] を選択

2.6.3  レコードの削除
「レコードを削除する」 ということは、 そのレコードとフィールドに入力されているデータを完全に削除するという
ことです。 削除されたデータは元に戻せないので、 慎重に実行する必要があります。
ブラウズモードでのレコードの削除には、 次の 3 種類があります。
（1） 1 つのレコード （現在のレコード） を削除する
（2） 複数の対象レコードを削除する
（3） 全レコードを削除する

1 つのレコード （現在のレコード） を削除する
1 つのレコードを削除するには、 次の 2 つの方法があります。

 • 方法 1 ： [レコード] メニュー > [レコード削除...] を選択
 • 方法 2 ： ステータスツールバーの [レコード削除] をクリック

上記いずれの方法でも、 削除の確認ダイアログが表示されます。
このダイアログで [削除] をクリックすると、 現在のレコードは完全に
削除されます。

図2.6-7 現在のレコード削除の確認ダイアログ

複数の対象レコードを削除する
対象レコード （2.4.1） だけを削除します。 削除を実行する前に、
削除したいレコードのみが対象レコードに含まれていることを必ず確
認してください。
対象レコードを削除するには、 次のようにします。

 • 方法 ： [レコード] メニュー > [対象レコード削除...] を選択

メニューを選択すると、 削除の確認ダイアログが表示されます。 こ
のダイアログで [削除] をクリックすると、 対象レコードは完全に削除
されます。

図2.6-8 対象レコード削除の確認ダイアログ
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全レコードを削除する
テーブルのすべてのレコードを削除します。 削除を実行する前に、
全レコードが表示されていることを必ず確認してください。
全レコードを表示するには、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： [レコード] メニュー > [全レコードを表示] を選択
 • 方法 2 ： ステータスツールバーの [すべてを表示] をクリック

そして、 表示された全レコードに対して削除を実行するには、 次の
ようにします。 図2.6-9 対象レコード削除の確認ダイアログ

 • 方法 ： [レコード] メニュー > [全レコード削除...] を選択

メニューを選択すると、 削除の確認ダイアログが表示されます。 このダイアログで [削除] をクリックすると、 全
レコードは完全に削除されます。
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2.7 インポートとエクスポート
データを取り込むことをインポート、 データを出力することをエクスポートといいます。
FileMaker Pro では、 他のソフトウェアやデータベースシステムと情報の交換を幅広くできるように、 様々な形
式のデータをエクスポートおよびインポートする機能があります。
次表は、 インポート、 変換 （2.1.3） およびエクスポートに際して FileMaker Pro が対応している主な形式です。
さらに詳しい情報は FileMaker Pro ヘルプで確認してください。

表2.7-1 インポート、 変換およびエクスポートの対応形式

インポート 変換 エクスポート

コンマ区切りテキスト csv, txt ○ ○ ○

カスタム区切り値形式 tab, txt ○ ○ ×

FileMaker Pro 形式 fmp12 ○ ○ ○

HTML テーブル形式 htm × × ○

Merge 形式 mer ○ ○ ○

Microsoft Excel 形式 xlsx ○ ○ ○

タブ区切り値形式 tab, txt × ○ ○

XML形式 xml ○ ○ ○

2.7.1  レコードのインポート
カスタム App ファイルへのデータのインポートには、 次の 3 種類があります。
（1） ファイルに新しいレコードを追加する
（2） ファイル内の一致するレコードを更新する （フィールド単位）
（3） ファイル内の既存のレコードを置換する

インポートについて詳しくは、 6.4 節を参照してください。

2.7.2  レコードのエクスポート
FileMaker Pro では、 ファイル自体を複製してバックアップを取る （2.5.1） だけでなく、 ファイルの内容だけを
他の形式でエクスポートして保存することができます。
エクスポートは、 次の手順で実行します。
（1） [ファイル] メニューから [レコードのエクスポート...] を選択します。
（2） 表示された [ファイルへのレコードのエクスポート] ダイアログでファイル名とエクスポートする形式を選択し、
[保存] ボタンをクリックします。
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図2.7-1 [ファイルへのレコードのエクスポート] ダイアログ

（3） 続いて表示される [フィールドデータのエクスポート順] ダイアログで、 エクスポート対象のテーブルの 1 つ
または複数のフィールドとエクスポート順などを指定します。
設定は、 ソートの場合 （2.4.4） と同じような操作で、 左のフィールドのリストから、 エクスポートしたいフィー
ルド名を 「フィールドのエクスポート順」 欄に移動させます。

図2.7-2 [フィールドデータのエクスポート順] ダイアログ

（4） [エクスポート] ボタンをクリックします。
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演習 2-10  レコードをエクスポートする

フォルダ：演習2_10 使用ファイル： 2_顧客名簿.fmp12

この演習では、 「東京の男性」 で 「年齢の昇順」 および 「管理コードの降順」 でソートされた対象レコードをテ
キストに書き出します （エクスポート）。 書き出す先のファイルは、 「コンマ区切り （CSV）」 形式とします。

1  エクスポートするレコードを準備します。
a. 「東京の男性」 を対象レコードにします （演習 2-5 を参照してください。 なお、 演習ファイルで
は、 「東京」 は 「都道府県」 フィールドにしか含まれません）。

b. 「ふりがなの昇順」 および 「年齢の降順」 でソートします （演習 2-7 を参照してください）。

2  エクスポートを実行します。
a. [ファイル] メニュー > [レコードのエクスポート...] を選択して、[ファイルへのレコードのエクスポー
ト] ダイアログを表示します。

b. [ファイルへのレコードのエクスポート] ダイアログで、 次の内容の保存先、 ファイル名、 タイプを
設定します。

項目 値

ファイル名 東京の男性ソート済み_(本日の日付).csv

場所 デスクトップ

タイプ コンマ区切り値

図2.7-3 [ファイルへのレコードのエクスポート] ダイアログの設定

c. [保存] ボタンをクリックします。
[フィールドデータのエクスポート順] ダイアログが表示されます。

d. 左のフィールドのリストから、次のフィールド名を 「フィールドのエクスポート順」 欄に移動させます。
管理コード、 登録日、 名前、 ふりがな、 電話番号、 性別、 誕生日、 年齢

e. [出力ファイルの文字セット] は、 エクスポートした後の用途によって適切なものを選択してくださ
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い。 ここでは 「Unicode (UTF-8)」 を選択します。

図2.7-4 [フィールドデータのエクスポート順] ダイアログの設定

f. [エクスポート] ボタンをクリックして、 ファイルがエクスポートされたことを確認してください。

3  エクスポートしたファイルの内容を、 テキストエディタなどで確認します。

演習終わり
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第3章 カスタム App の世界

FileMaker Pro のカスタム App は、 1.3.1 節で紹介したように、 大きく分けて次の 3 つの要素から構成され
ています。

 • レイアウト （画面）
 • 機能 （ビジネスロジック）
 • データベース （構造）

本章では、 これらの役割について順に確認していきましょう。

3.1 データベースとは
データベースは、言葉としては 「データ （情報）」 と 「ベース （基地）」 が組み合わさったもので、直訳すると 「情
報の基地」 です。 つまり、 データを 1 ヶ所に整理整頓して集めたものを意味しています。
情報を電子化してデータベースとして集約することによって、 さまざまな作業を迅速かつ簡単にできるようになり
ます。 例えば、 次のような作業に利用できます。

 • 現在取り扱っている商品の情報や仕入れ先の情報、 お客様情報などを一括管理する
 • 市町村合併等で住所表記や郵便番号が変更されたお客様の住所を一括で変更する
 • 日々の売上データを月ごと、 商品ごとの販売数で集計し、 大きい順に並べてグラフ化する

3.1.1  「データベース管理システム」 の役割
実は、 前述のような作業は、 スプレットシートなどを使うことによっても実現することができ、 実際、 多くの場面
でスプレットシートがデータ管理に使われています。
では、 なぜ 「データベース」 を使うのでしょうか？
例えば、 ある業務で使用する顧客情報をスプレットシートに入力し、 担当者それぞれが自分の手元のパソコンで
管理しているとします。
この場合、 新しい顧客が増えたときや連絡先や社名が変わったときなどに問題が起こりがちです。 全員に変更
を一斉通知しても、 都度まめに更新する人もいれば、 たまにまとめて更新する人がいたりして、 反映タイミングに
差がでてしまいます。 顧客への連絡漏れが起きるかもしれません。
では、 データを個人個人で管理せず、 1 つのファイルをファイルサーバーの共有フォルダに入れておいて 1 ヶ所で
管理する場合はどうでしょうか。
この場合、 顧客情報に変更があった場合も全員が同時に最新の情報を参照できるようになりますが、 データ管
理に使用するソフトウェアによっては、 2 人以上が同時にファイルを編集できないものもあります （ファイルが壊れて
しまうこともあります）。
また、 単にデータを保存しておくだけでなく、 いつ、 誰がデータを更新したのかをわかるようにしたり、 あるデー
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タを限られた人だけが閲覧できるようにしたり、 あるデータを更新 （追加、 削除、 編集） できる人を限定したりと、
細かな管理が必要な場合もあります。
つまり、 複数人で同じデータを安全かつ確実に共有するためには、 次の機能が必要となります。

 • 共有を前提としてデータをまとめて管理する （一元管理）
 • 複数のユーザがデータを同時に閲覧、 編集 （変更、 追加、 削除） してもデータが壊れないように
守る
 • いつ誰がデータを更新したのかわかる
 • データのアクセスや更新ができる権限をユーザごとに設定できる

データベース管理システム （Database Management System; DBMS） は、 このような機能を提供しつつ、
ユーザからのレコード作成・削除、検索といったリクエストを処理します。 データベース管理システムは、 「データベー
ス」 を実現する核となっています。

図3.1-1 データベース管理システムのイメージ

3.1.2  FileMaker Pro のデータベース
FileMaker Pro のデータベース管理システムは、 リレーショナルモデルというデータモデルに基づいています。
リレーショナルモデルは、 現在最も広く使われているデータベースの仕組みの考え方で、 ごく簡単に言うと、 2 
次元のテーブル （表） とテーブル間の関係 （リレーションシップ （関連）） を使ってデータを管理します。
リレーショナルモデルに基づくデータベースは、 リレーショナルデータベース （関係データベース） と呼ばれます。
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図3.1-2 リレーショナルデータベースのイメージ

リレーショナルデータベースの設計やテーブルの考え方などについては、 5.2 節で確認します。
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3.2 データベースの構造
3.2.1  初めての [データベースの管理] ダイアログ
データベースの構造をデータベースの定義といいます。
FileMaker Pro では、 [データベースの管理] ダイアログを使って、 データベースのテーブルやフィールドなどの
定義を作成、 変更、 削除、 確認します。

[データベースの管理] ダイアログの起動
[データベースの管理] ダイアログを表示するには、 次の 2 つの方法があります。

 • 方法 1 ： [ファイル] メニューから [管理] > [データベース...] を選択

図3.2-1 [ファイル] メニュー > [管理] > [データベース...]

 • 方法 2 ： ショートカットを使用
Ctrl+Shift+D （Windows） あるいは command-shift-D （macOS） を使います。  

[データベースの管理] ダイアログの構成
[データベースの管理] ダイアログには、 [テーブル]、 [フィールド]、 [リレーションシップ] の 3 つのタブがあります。
図 3.2-2 は 「顧客」 というの名前のテーブルの [フィールド] タブです。



第3章　カスタム App の世界
　データベースの構造　

69

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

図3.2-2 [データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブ

[データベースの管理] ダイアログの 3 つのタブは、 それぞれ次の用途に使います。
 • [テーブル] タブ
カスタム App 内に利用可能なすべてのテーブル名とその情報を確認することができます。 テーブルの新規作
成や削除などのテーブルの管理に使用します。

 • [フィールド] タブ
テーブルごとに、 定義されているすべてのフィールド名と情報を確認することができます。 フィールドの新規作
成や設定、 削除などのフィールドの管理に使用します。

 • [リレーションシップ] タブ
設定されているリレーションシップ （7.1） を確認することができます。 リレーションシップやテーブルオカレンス
（7.1.4） の新規作成や削除など、 リレーションシップの管理に使用します。

3.2.2  フィールドとデータの種類
フィールドは、「名前」 「電話番号」 「誕生日」 といった個々のデータの種類ごとにデータを管理する場所です。 デー
タの表示、 入力、 編集、 削除などの操作は、 FileMaker Pro の画面からフィールドを通して実行されます。

[データベースの管理] ダイアログ ： [フィールド] タブ
[データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブでは、 テーブルごとにフィールドが一覧表示されます。
[フィールド] タブでは、 フィールドに対して次の操作をすることができます。

 • フィールドの作成、 複製、 削除
 • フィールドのタイプとオプションの設定、 変更
 • フィールド名の変更



第3章　カスタム App の世界
　データベースの構造　

70

フィールドタイプ
フィールドタイプは、 そのフィールドで管理されるデータをどのように取り扱うかを決めるものです。 フィールドを
定義する際は、 フィールドに保存される情報の種類に基づいてフィールドタイプを選択します。
フィールドタイプには、 表 3.2-1 の 6 つの基本タイプと 2 つの特殊なタイプの合計 8 種類があります。

表3.2-1 フィールドタイプの種類

タイプ名 保存するデータの内容

基本タイプ テキスト テキストとして使用される最大 2 GB までの文字、 記号、 または数字、 あるい
はこれらすべて （使用可能な RAM とディスクの空き容量によって制限されます）

数字 10 のマイナス 400 乗から 10 の 400 乗の範囲の、 数字または他の文字か
ら成る値、 および同じ範囲の負の値

日付 グレゴリオ暦で 0001 年 1 月 1 日から 4000 年 12 月 31 日までの範囲の日
付

時刻 時刻 （時、 分、 秒）

タイムスタンプ 暦上の特定の日時を参照する日付と時刻

オブジェクト 最大 4 GB のピクチャ、 PDF、 オーディオファイル、 ビデオファイルなど任意の
タイプのファイル

計算 現在のレコードまたは関連レコードのフィールド値を使用する計算式の計算結果
（計算の結果はテキスト、 数字、 日付、 時刻、 タイムスタンプ、 またはオブジェ
クトのいずれかのタイプ）

集計 同じテーブル内にある複数のレコードのフィールド値を集計して得られた値

特殊なタイプとして計算および集計の 2 種類があります。 これらのタイプのフィールドの値は、 他のフィールド
などのデータを元に算出するものです。
計算タイプのフィールド （計算フィールド） は、 計算式を設定する際にその結果の値の基本タイプを設定します。
なお、 集計タイプのフィールド （集計フィールド） に対して、 集計結果のタイプ設定は不要です。

フィールドタイプの選択
FileMaker Pro では、 フィールドタイプに応じてレコードのソートや計算などの処理が実行されます。 したがって、
フィールドタイプを選択する際は、 そのデータをどのように処理したいかを考える必要があります。
例えば、 テキストフィールドに数値を入力した場合、 このフィールドをソートすると、 数値をテキストとして解釈し、
左側の文字から右に向かって文字コード順に並び替えます。 その結果、 値 「2」 よりも値 「11」 が先に並ぶことに
なります。 つまり、 数値データを数値順にソートしたい場合は、 以下のいずれかのフィールドタイプを選択する必要
があります。

 • 数字タイプのフィールド
 • 結果が数字タイプで返される計算タイプのフィールド
 • 数値フィールドを集計対象に設定している集計タイプのフィールド

一方、 郵便番号や電話番号など、 データの先頭にゼロが配置される可能性があるものや、 ハイフンやカッコな
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どの数字以外の文字がデータに含まれる可能性があるものに対しては、「テキスト」 タイプを使用する必要があります。
日付データを保存する場合は、 テキストフィールドや数字フィールドではなく、 「日付」 タイプを使用します。 日
付タイプを選択することによって、 日付に日数を足す／引くことによって日付を得る、 といった日付としての加算ま
たは減算ができるようになります。 なお、 混乱を避けるため、 日付データを使用する場合は必ず 「年」 を 4 桁の
表記で使用するようにしてください。

フィールドタイプの変更
[データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブでは、 新規フィールドの定義だけでなく、 既に定義済みの
フィールドのフィールドタイプを変更することもできます。
フィールドタイプを変更すると、 既に入力され保存されているレコードのフィールド値が、 変更後のフィールドタイ
プに応じて変更されます。 既存のデータの値が変更後のフィールドタイプに合わない場合は、 他の値に置き換えら
れてしまうことがあるので、 フィールドタイプの変更操作をすると確認メッセージが表示されます。
フィールドタイプを変更する際には、 既存のフィールド値がどのように変わるかに気をつけてください。

図3.2-3 フィールドタイプ変更時に表示される確認メッセージ

演習 3-1  [データベースの管理] ダイアログの確認

フォルダ：演習3_1から3 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

この演習では、 [データベースの管理] ダイアログを使って、 FileMaker Pro のデータベースの構造を確認します。
2.1.3 節の演習 2-3 で Microsoft Excel のファイルを変換して FileMaker Pro のカスタム App 「顧客名
簿.fmp12」 を作成しましたが、 このとき、 次の作業が FileMaker Pro によって自動的に実行されました。
1. カスタム App のファイルを新規作成する
2. データベースの構造 （テーブル、 フィールド） を作成する
3. データをインポートしてレコードを作成する

このとき生成されたカスタム App ファイルには、 Exel ファイルを元に、 1 つのテーブルと 11 個のフィールドが自
動生成されています。
この演習では演習 2-3 で作成したカスタム App を例に、 データベース構造を [データベースの管理] ダイアロ
グで確認します。 また、 自動生成時に設定されたフィールドタイプを変更して、 表示される確認メッセージを確認
します。
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1  演習ファイルを開いて、 [データベースの管理] ダイアログを表示します。
a. [ファイル] メニュー > [管理] > [データベース...] を選択するか、 ショートカット Ctrl+Shift+D 
（Windows） あるいは command-shift-D （macOS） を使って、 [データベースの管理] ダイ
アログを表示します。

2  データベースの構造を確認します。
a. [テーブル] タブを開いて、 テーブルが 1 個 （テーブル名 「顧客」）、 生成されていることを確認
します。

b. 「顧客」 テーブルは 「11」 フィールドからなるレコードが 「13,434」 レコードあると表示されて
いることを確認します。

3  「テーブル」 テーブルのフィールドの内容を確認します。 （図 3.2-4）
a. [フィールド] タブを開いて、 フィールドが 11 個、 生成されていることを確認します。
なお、 ファイル変換によって作成したカスタム App のデータベースには、 ハウスキーピングフィー
ルド （6.3.2） は自動生成されません。

b. 各フィールドにどのようなフィールドタイプが定義されているかを確認します。
c. 「管理コード」 フィールドが 「テキスト」 フィールドに変換されていることを確認します。
「管理コード」 データは 0 から始まる文字列で、 変換元のExcel シートでもセル書式は 「文字列」
でした。 このため、 テキストタイプが選択されています。

図3.2-4 演習ファイルのフィールド内容

4  フィールドタイプを変更しようとしたときの確認メッセージを確認します。
a. 「名前」 フィールド （テキストタイプ） を選択し、 ポップアップメニュー 「タイプ」 から 「日付」
を選択します。

b. [変更] をクリックして、 表示されるダイアログ （確認メッセージ） の内容を確認します。
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図3.2-5 日付タイプへ変更する場合の確認メッセージ

c. ダイアログの [キャンセル] をクリックして、フィールドタイプが変更されていないことを確認します。

5  フィールドタイプを変更します。
a. 「管理コード」 フィールドを選択し、ポップアップメニュー「タイプ」 から 「数字」 タイプを選択します。
b. [変更] をクリックして、 確認メッセージが表示されることなく、 フィールドタイプが変更されたこ
とを確認します。

6  変更を破棄して [データベースの管理] ダイアログを閉じます。
a. [キャンセル] ボタンをクリックし、 「変更をすべて破棄しますか？」 という確認ダイアログが表示
されることを確認します。

b. [破棄] をクリックします。
これによって、 ステップ (4) で試行したフィールドタイプの変更は、 実際のデータベースには反映さ
れません。

演習終わり
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3.3 初めてのレイアウトモード
FileMaker のデータベースのデータは、 カスタム App の画面を通してユーザに表示されます。 FileMaker 
Pro においてデータを画面上にどのように配置するかを決める情報を、 レイアウトと呼びます。
FileMaker Pro では、1 つのカスタム App の中に、入力専用、表示専用、レポートや宛先ラベルの印刷用、グラフ、
Web 表示用など、 目的や用途に応じて複数のレイアウトを作成することができます。

図3.3-1 レイアウトとデータ

FileMaker Pro では、 4 つのモード （1.3.3） のうち、 「レイアウトモード」 を使ってレイアウトの作成や編集を
実施します。
なお、 クイックスタートエクスペリエンス （2.1.2） を使ってカスタム App を作成する場合は、 あらかじめ用意さ
れたレイアウト部品を使って素早くかつ簡単にレイアウトを作成することができます。 そのレイアウトをさらにカスタ
マイズしたい場合には、 通常の FileMaker Pro の機能が利用できるカスタム App ファイルに変換して、 レイアウ
トモードで編集することができます。

3.3.1  レイアウトモードに切り替える
レイアウトモードに切り替えるには、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： メニューから切り替える
[表示] メニュー > [レイアウトモード] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで切り替える
Ctrl+L （Windows） あるいは command-L （macOS） を使います。

 • 方法 3 ： レイアウトバーから切り替える
レイアウトバーの一番右にある [レイアウトの編集] ボタン （フォーム形式、 リスト形式の場合にのみ表示） をク
リックします。
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3.3.2  レイアウトモードの画面
レイアウトモードの画面には、 フィールドデータやテキスト、 ボタンなどを表示するためのレイアウトオブジェクト
を配置するレイアウトが表示されます。
コンテンツエリアの左右には、 レイアウトを作成、 編集するためのツールが載ったパネルが用意されています。
左右のパネルが表示されていない場合は、 ステータスツールバーの右端の 「パネルの表示切り替え」 アイコンをク
リックしてください。

図3.3-2 レイアウトモードの画面

レイアウトモードの画面の左側のパネルをオブジェクトパネル、 右側のパネルをインスペクタと呼びます。 それぞ
れのパネルの使い方は、 8.1.4 節で説明します。

3.3.3  レイアウトモードのメニュー
レイアウトモードのメニューには、 ブラウズモードで表示されていた [レコード] メニューがなく、 代わりに [レイア
ウト] メニューと [配置] メニューが表示されます。
また、 [挿入] メニューと [書式] メニューは、 ブラウズモードのときと内容が異なります。

図3.3-3 レイアウトモードの [レイアウト] メニュー
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3.3.4  レイアウトモードの基本ツール
ステータスツールバー
レイアウトモードでは、 レイアウトモード用のステータスツールバーが表示されます。
詳しくは、 8.1.2 を参照してください。

図3.3-4 レイアウトモードのステータスツールバー

レイアウトバー
レイアウトモードでは、 レイアウトバーもレイアウトモード用になります。
詳しくは、 8.1.3 を参照してください。

図3.3-5 レイアウトモードのレイアウトバー

3.3.5  レイアウトモードのコンテンツエリア
FileMaker Pro のレイアウトは、複数種類のレイアウトパート （8.3） で構成することができます。 基本は、 「ヘッ

ダ」 「ボディ」 「フッタ」 の 3 つのパートです。
パートは、 その種類ごとに配置やデータの表示方法が決まっています。 例えば、 ヘッダパートは各画面またはペー
ジの上部に表示されるので、 タイトルを表示したり、 リスト形式の列名などに利用することができます。 ボディパー
トは、 主に各レコードのフィールドの値を表示するために使います。
各レイアウトパートの使い方については、 8.3 節で確認します。
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図3.3-6 レイアウトモードのコンテンツエリア

3.3.6  表示形式とボディパート
レイアウトのボディパートは、その縦横サイズの範囲内でフィールドデータを表示する重要なパートです。ボディパー
トのサイズは、 どのような目的で何をどのように表示するのかを想定して決める必要があります。

どの表示形式でデータを表示するレイアウトなのか
FileMaker Pro のブラウズモードには 3 つの表示形式 （2.3.1） がありますが、 どの表示形式を使ってデータ
を表示するかを考えてボディパートのサイズを決めます。
例えば、 リスト形式では 1 つの画面に複数のレコードが表示されるので、 複数のレコードを一覧表示するのに向
いています。 このため、 大抵の場合、 1 画面に多くのレコードが表示できるようにボディパートの高さは小さく設定
され、 多くのフィールドの中から個々のデータを特徴付けるフィールドを選択してボディパートに配置します。
一方、 フォーム形式では 1 つの画面に 1 つのレコードが表示されるので、 個々のデータを詳しく確認するのに向
いています。 このため、 ボディパートの高さを十分に取り、 1 つのレコードに含まれるほとんどすべてのフィールドを
配置するだけでなく、 そのレコードに関連する他のレコードのデータを配置することもあります。
目的に合った表示形式の選択と、 その表示形式に合ったボディの高さを考慮することが大切です。

図3.3-7 レイアウトの表示形式による見え方の違い
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なお、 表形式では 1 レコードを表示する領域の高さは決まっているので、 レイアウトモードで変更することはでき
ません。

演習 3-2  表示形式とレイアウトの関係 1 （リスト形式）

フォルダ：演習3_1から3 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

リスト形式は、 1 画面に複数のレコードを表示する表示形式です。 複数のレコードを一覧表示する際に利用します。
この演習では、 リスト形式とそのレイアウトの構造を確認しましょう。
演習ファイルの 「レイアウト 2」 はリスト形式での表示を想定して作成されています。 この 「レイアウト 2」 のブ
ラウズモードでの見え方とレイアウト構造の関係を確認します。

1  演習ファイルを開いて、 レイアウトバーで 「レイアウト 2」 に移動し、 リスト形式にします。

図3.3-8 レイアウトの選択と表示形式の切り替え （レイアウトバー）

2  ブラウズモードでリスト形式の見え方を確認します。
a. フィールド名が表示されたヘッダの下に、 1 行に 1 レコードずつ、 複数レコードが表示されてい
ることを確認します。

b. 任意の行 （レコード） をクリックすると、 そのレコードが現在のレコードになり、 その行の色が変
わることを確認します。

図3.3-9 「レイアウト2」 のブラウズモード （リスト形式）

3  レイアウトモードでレイアウトを確認します。
a. レイアウトモードに切り替えます。
b. ボディパートに 1 行で 1 レコードを表示するフィールドが配置されていることを確認します。
c. ボディパートの左端をクリックして、 インスペクタの [位置] グループ内の 「サイズ」 で、 高さの
数値を確認します。
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図3.3-10 「レイアウト2」 （リスト形式） のボディの高さの確認

4  ブラウズモードでフォーム形式での見え方を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 さらにフォーム形式に切り替えます。

図3.3-11 表示形式の切り替え （レイアウトバー）

b. フィールド名が表示されたヘッダの下に、 1 レコードだけが表示されていることを確認します。
c. ステータスツールバーの [<] [>] でレコードを移動し、 表示内容が変わることを確認します。

図3.3-12 「レイアウト2」 のブラウズモード （フォーム形式）

演習終わり
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演習 3-3  表示形式とレイアウトの関係 2 （フォーム形式）

フォルダ：演習3_1から3 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

フォーム形式は、 1 画面に1 つのレコードを表示する表示形式です。 1 つのレコードの内容を詳細表示する際など
に利用します。
この演習では、 フォーム形式とそのレイアウトの構造を確認しましょう。
演習ファイルの 「レイアウト 1」 はフォーム形式での表示を想定して作成されています。 この 「レイアウト 1」 の
ブラウズモードでの見え方とレイアウト構造の関係を確認します。

1  演習ファイルを開いて、 「レイアウト 1」 に移動し、 フォーム形式にします。

2  ブラウズモードでフォーム形式での見え方を確認します。
a. 「レイアウト2」 のリスト形式での表示ではフィールドが横に並べてありましたが （演習 3-2）、 「レ
イアウト1」 はフィールドが縦に並べられていることを確認します。

図3.3-13 「レイアウト 1」 のブラウズモード （フォーム形式）

3  レイアウトモードでレイアウトを確認します。
a. レイアウトモードに切り替えます。
b. リスト形式の場合とは異なり、 コンテンツエリアの一番上には上部ナビゲーションパートが配置さ
れていることを確認します。

c. ボディパートに 1 レコードのフィールドが縦に配置されていることを確認します。
d. ボディパートの左端のラベル （「ボディ」） をクリックしてボディパートを選択します。
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e. インスペクタの [位置] タブ内の 「サイズ」 で、 ボディパートの高さの数値を確認します。
f. ボディパートの高さの値を小さくします。
サイズの変更は、 インスペクタの 「サイズ」 の数値を変更して Tab キーか Enter キーで確定、 ま
たは、 ボディパートの下の境界線をマウスで上にドラッグします。

図3.3-14 「レイアウト1」 のボディの高さを変更

4  レイアウトを保存し、 ブラウズモードに戻ります。

5  ブラウズモードでリスト形式での見え方を確認します。 （図 3.3-15）
a. リスト形式に切り替えます。
b. 手順 (3) d. で設定したボディパートの高さを 1 レコード分として、 連続してレコードが表示され
ていることを確認します。
「レイアウト 2」 に比べて、 一度にたくさんのレコードを一覧することができません。  
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図3.3-15 「レイアウト1」 をリスト形式で表示

演習終わり

3.3.7  レイアウトの設定
レイアウトそのものの設定を変更するには、 [レイアウト設定] ダイアログを使用します。
[レイアウト設定] ダイアログは、 次のいずれかの方法で表示します。

 • 方法 1 ： メニューから表示する
[レイアウト] メニューから [レイアウト設定...] を選択します。

 • 方法 2 ： レイアウトモードでレイアウトバーの鉛筆マークをクリックする

[レイアウト設定] ダイアログでは、 レイアウト名を変更したり、 そのレイアウトで表示できる表示形式を限定した
りすることができます。
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図3.3-16 [レイアウト設定] ダイアログ

演習 3-4  レイアウト名を変更する

フォルダ：演習3_4 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

この演習では、 [レイアウト設定] ダイアログでレイアウト名を変更します。
演習 3-2、 3-3 で使用した 「3_顧客名簿.fmp12」 には、 「レイアウト 1」 と 「レイアウト 2」 の 2 つのレイア
ウトが用意されています。 この 2 つのレイアウトの名前をそれぞれ、 「顧客詳細」 と 「顧客一覧」 という名前に変
更します。

1  演習ファイルを開いて、 「レイアウト 1」 に移動し、 フォーム形式にします。

2  レイアウト名を 「顧客詳細」 に変更します。
a. [レイアウト設定] ダイアログを表示します。
b. [一般] タブの [レイアウト名] の下の欄に 「顧客詳細」 と入力します。
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図3.3-17 レイアウト名を変更

c. [OK] をクリックして [レイアウト設定] ダイアログを閉じます。
d. レイアウトを保存します。

3  同様に、 「レイアウト 2」 を 「顧客一覧」 に変更します。
a. レイアウトバーの [レイアウト:] で 「レイアウト 2」 を選択してレイアウトを切り替えます。
b. [レイアウト設定] ダイアログを表示し、 レイアウト名に 「顧客一覧」 を設定します。
c. [OK] をクリックして [レイアウト設定] ダイアログを閉じます。
d. レイアウトを保存します。

演習終わり

3.3.8  レイアウトの保存と終了
レイアウトモードでレイアウトを編集したら、 次のいずれかの方法で編集内容を保存します。

 • 方法 1 ： メニューから保存する
[レイアウト] メニューから [レイアウトの保存] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで保存する
Ctrl+S （Windows） あるいは command-S （macOS） を使います。

上記の方法で保存しないでレイアウトモードを終了しようとすると、 レイアウトを保存するかどうかの確認ダイアロ
グが表示されます （図 3.3-18）。 このダイアログで [保存しない] ボタンをクリックすると、 編集内容をすべて破
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棄して、 レイアウトモードに切り替える前の元のレイアウトの状態に戻ります。

図3.3-18 レイアウト保存の確認ダイアログ

レイアウトの終了
レイアウトモードを終了する際は、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： メニューから切り替える （レイアウトモードを終了する）
[表示] メニュー > [ブラウズモード] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで切り替える
Ctrl+B （Windows） あるいは command-B （macOS） を使います。

 • 方法 3 ： レイアウトバーから切り替える
レイアウトモードのレイアウトバー （3.4.5） の一番右にある [レイアウトの修了] ボタンをクリックします。

レイアウトモードを終了すると、 ブラウズモードに戻ります。
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3.4 初めてのスクリプト
FileMaker Pro では、 カスタム App を利用していく上でユーザの操作やデータの加工を自動化するために、
関数やスクリプトを使って機能 （ビジネスロジック） を作成することができます。
FileMaker Pro の関数やスクリプトの使い方については 9 章で詳しく説明しますが、 ここでは簡単なスクリプト
を使って機能を実現する方法を紹介します。

ボタンでレイアウトを切り替える
レイアウトを切り替えるには、 レイアウトバーの [レイアウト] ポップアップメニューで目的のレイアウト名を選択し
ます。

図3.4-1 レイアウトバーでのレイアウト切り替え

しかし、 レイアウトの数が多くなってくると、 [レイアウト] ポップアップメニューから目的のレイアウトをいちいち選
ぶのは煩雑ですし、 何より、 レイアウト名がわからないと切り替えることができません。
そこで、レイアウト間を行き来できるボタンを作成します。 ボタンをクリックして別のレイアウトに切り替えるほうが、
便利で間違いがありません。
例えば、演習 3-4 で使用した 「3_顧客名簿.fmp12」 には 2 つのレイアウトが用意されています。 「顧客詳細」
レイアウトは詳細表示に適したフォーム形式、 「顧客一覧」 レイアウトは一覧表示に適したリスト形式です。 [レイア
ウト] ポップアップメニューから切り替えるのも良いですが、 一覧表示から詳細表示、 詳細表示から一覧表示に切り
替えができるボタンを配置すると良さそうです。

図3.4-2 レイアウトの切り替えイメージ

続く 3.4.1, 3.4.2 では、 演習を通してレイアウトを切り替えるボタンを作成します。
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3.4.1  一覧画面から詳細画面に切り替える
「顧客一覧」 レイアウト上に、 「顧客詳細」 レイアウトに切り替えるボタンを作成します。
ボタンは、 各レコードの左端に配置します。 この位置にボタンを配置することによって、 クリックしたボタンに対
応するレコードを 「現在のレコード」 として、 そのレコードの内容を表示する 「顧客詳細」 レイアウトに切り替える
ことができます。

図3.4-3 「顧客一覧」 レイアウトのレイアウト切り替え用 「詳細」 ボタン

レイアウトに切り替えるボタンは、 次の手順で作成します。
1. レイアウトにボタンを作成して配置
2. ボタンに動作 （[レイアウト切り替え] スクリプトステップ） を割り当て
3. ボタンのスタイルを設定
4. レイアウトを保存

まずは、 次の演習 3-5 を通して、 ボタンの作成方法を体験してください。

演習 3-5  画面遷移ボタンを作成する1 （一覧から詳細へ）

フォルダ：演習3_5から6 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

この演習では、 「顧客一覧」 レイアウト上に、 「顧客詳細」 レイアウトに切り替えるボタンを作成します。

1  演習ファイルを開き、 「顧客一覧」 レイアウトを表示して、 レイアウトモードに切り替えます。

2  ボタンを配置するための場所を空けます。
a. 左のパネル （オブジェクトパネル） が表示されていたら閉じてください。 また、「都道府県」 フィー
ルドが見えるようにウインドウの幅を調節してください。

b. すべてのフィールドとフィールド名を選択してハンドルを表示します。
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図3.4-4 フィールドのハンドル

c. 左のハンドルを右に向かってドラッグして幅を狭くします （選択中のすべてのオブジェクトの幅が
狭くなります）。 先頭の領域にボタンが配置できる程度にサイズを変更します。

図3.4-5 ボタンのためのスペースを空ける

3  ボタンを配置します。
a. ステータスツールバーのボタンツールをクリックして、 前の手順で空けたスペースにボタンの大き
さの四角形を描画して手を離します。

図3.4-6 ステータスツールバーのボタンツール

b. [ボタン設定] ダイアログが表示されたことを確認します。
c. [ボタン設定] ダイアログの [処理] の上にある入力スペースに、 ボタンの名前 （「詳細」） を入力
します。

図3.4-7 [ボタン設定] ダイアログ
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4  ボタンに動作を割り当てます。
a. [ボタン設定] ダイアログの [処理:]の下の 「何もしない」 をクリックし、 プルダウンメニューから
「単一ステップ」 を選択して、 [ボタン処理] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [ボタン処理] ダイアログの右側の 「ステップ」 エリアの 「切り替え / 移動」 の左の [>] をクリッ
クして、 スクリプトステップ （9.1.1） を表示します。

c. [レイアウト切り替え] スクリプトステップをダブルクリックし、 左側のエリアにこのスクリプトステッ
プが表示されたことを確認します。 （図 3.4-8）

図3.4-8 [ボタン処理] ダイアログ

d. [レイアウト切り替え] スクリプトステップのオプション [元のレイアウト] をクリックし、 表示された
ポップアップメニューから [レイアウト...] を選択します。

e. [レイアウトの指定] ダイアログが表示されることを確認します。
f. [レイアウトの指定] ダイアログで、切り替え先のレイアウト 「顧客詳細」 を選択して [OK] をクリッ
クします。 （図 3.4-9）
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図3.4-9 [レイアウトの指定] ダイアログ

g. [ボタン処理] ダイアログで、 [レイアウト切り替え] スクリプトステップのオプションに 「顧客詳細」
が設定されていることを確認し、 [OK] をクリックします。

h. [ボタン設定] ダイアログに戻ったことを確認し、 [ボタン設定] ダイアログを閉じます。

図3.4-10 [ボタン設定] ダイアログ （処理設定後）

5  ボタンにスタイルを設定します。
a. 作成したボタンを選択し、 インスペクタ （右パネル） の [スタイル] タブを開きます。
b. 作成したボタンの現在のスタイルが 「デフォルト」 に設定されていることを確認します。
c. 作成したボタンのスタイルを 「プライマリ」 に変更します。
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図3.4-11 ボタンにスタイルを設定

d. 必要に応じてボタンの位置を調整します。
e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

6  「詳細」 ボタンの動作を確認します。
a. 「顧客一覧」 レイアウトのいずれかのレコードの 「詳細」 ボタンをクリックします。  
b. レイアウトが 「顧客詳細」 レイアウトに切り替わり、 ボタンをクリックしたレコードのデータが表
示されていることを確認します。

演習終わり
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3.4.2  詳細画面から一覧画面に切り替える
次は、逆に 「顧客詳細」 レイアウト上に 「顧客一覧」 レイアウトに切り替えるボタン （「一覧」 ボタン） を作成します。
「一覧」 ボタンは、 「顧客詳細」 レイアウトのヘッダパートに配置します。 前節 3.4.1 の演習 3-5 とほぼ同様の
手順で作成できますが、 演習 3-5 で作成した 「詳細」 ボタンを再利用して簡単に作成することができます。

図3.4-12 「顧客詳細」 レイアウトのレイアウト切り替え用 「一覧」 ボタン

演習 3-6  画面遷移ボタンを作成する 2 （詳細から一覧へ）

フォルダ：演習3_5から6 使用ファイル： 3_顧客名簿.fmp12

この演習では、 「顧客詳細」 レイアウト上に、 「顧客一覧」 レイアウトに切り替えるボタンを作成します。

1  演習ファイルを開き、 「顧客一覧」 レイアウトを表示して、 レイアウトモードに切り替えます。

2  「顧客一覧」 レイアウト上の 「詳細」 ボタンをコピーします。
a. 「詳細」 ボタンをクリックして選択し、 [編集] メニュー > [コピー] を選択します （ショートカット
を使うこともできます）。

3  コピーした 「詳細」 ボタンを 「顧客詳細」 レイアウト上に配置します。
a. レイアウトバーの [レイアウト] ポップアップメニューで 「顧客詳細」 レイアウトに切り替えます。
b. 手順 (2) a. でコピーしたボタンを上部ナビゲーションパートにペーストします。
ペースト操作は、 [編集] メニューの [貼り付け] （Windows） または [編集] メニューの [ペースト]
（macOS） を選択します。

c. ボタンをドラッグし、 上部ナビゲーションパートの左上あたりに配置します。
d. 上部ナビゲーションパートの高さを、 ボタンが収まるサイズに調整します。
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4  「顧客詳細」 レイアウト上に配置したボタンの設定内容を変更します。 （図 3.4-13）
a. ボタンをダブルクリックして [ボタン設定] ダイアログを表示します。
b. [ボタン設定] ダイアログで、 ボタンの名前を 「一覧」 に変更します。  
c. 「単一ステップ」 の下の 「レイアウトの切り替え [「顧客詳細」 ; ..]」 と表示されている部分をクリッ
クして、 [ボタン処理] ダイアログを表示します。

d. [ボタン処理] ダイアログで既に選択されている [レイアウトの切り替え] スクリプトステップのオプ
ション （「顧客詳細」 と表示されている部分） を変更して、 「顧客一覧」 レイアウトに切り替わる
ようにします。

e. [OK] ボタンをクリックして [ボタン処理] ダイアログを閉じ、 [ボタン設定] ダイアログも閉じます。
f. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

5  「一覧」 ボタンの動作を確認します。
a. 「顧客詳細」 レイアウトで 「一覧」 ボタンをクリックし、 「顧客一覧」 レイアウトに切り替わること
を確認します。

図3.4-13 「一覧」 ボタンの作成

演習終わり
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第4章 データと検索

検索は、 必要なデータだけを取り出すことができるだけでなく、 処理の対象を限定することができる重要な機能
です。 検索機能を上手に利用することによって、 全データの中から今注目したいデータを効率良く抽出し、 迅速に
処理を実行することができます。
FileMaker Pro には、 大きく分けて次の 3 種類の検索方法があります。
（1） 即時検索 （クイック検索、 ショートカットメニューからの検索）
（2） 検索モードでの検索
（3） FileMaker スクリプトによる検索 （12.1.1）
なお、 上記のうち、 即時検索のクイック検索とショートカットメニューからの絞り込み検索については既に 2.4.2 
節で概観しています。
本章では、 そもそも 「検索」 とはどういうものか、 どういう 「検索」 ができるのかについて改めて確認し、
FileMaker Pro での即時検索のさらに便利な使い方、 そして検索モードでの検索方法について確認します。

4.1 検索の基本
カスタム App を使い始めると、 ほとんどの場合、 データが入力され続けます。 データがどんどん蓄積されてい
くと、 作業に必要なデータを探す必要がでてきます。 「必要なデータを探すこと」 が 「検索」 です。  
検索は、 検索対象とするデータの種類や範囲、 検索条件の指定方法、 数、 などによって、 さまざまな種類があ
ります。 以下、 これらのさまざまな検索について確認しましょう。

4.1.1  さまざまな 「検索」
「必要なデータ」 を検索するためには、 検索したいデータが満たす条件を検索条件として指定します。
最も基本的な検索は、 検索したいテキスト、 すなわちキーワードを検索条件としてデータを検索するキーワード

検索です。
この他に、 数値や日付、 時刻などの範囲を指定して検索する範囲検索、 空白または空白でないフィールドや重
複するフィールドを検索する特殊な検索などがあります。
キーワード （テキスト） 検索
キーワードと検索対象テキストとの照合方法 （一致方式） には、 次のような種類があります。 詳しくは、 4.1.2 
節を参照してください。

 • 前方一致
 • 部分一致
 • 後方一致
 • 完全一致
 • ゆるやか （あいまい） 検索
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段階的検索
いったん検索した後、 その検索結果に基づいてさらに検索を進めていくことを段階的検索と呼びます。 段階的
検索には、 次のようなものができます。 詳しくは、 4.1.3 節を参照してください。

 • 絞り込み検索
 • 拡大検索

複数の検索条件
検索条件を一度に複数個指定することもできます。 この場合は、 複数の検索条件をどのような条件で組み合わ
せるかによって、 次のような検索の種類があります。 詳しくは、 4.1.4 節を参照してください。

 • AND 検索
 • OR 検索
 • NOT 検索

4.1.2  キーワード検索
キーワード検索には、 キーワード （文字列） とテキストがどのように一致するかによって、 次のような一致方式が
あります。

前方一致 テキストの先頭 1 文字目からキーワードと一致する場合

部分一致 テキストの一部がキーワードと一致する場合 （前方一致、 後方一致、 完全一致の場合も含む）

後方一致 テキストの末尾がキーワードと一致する （キーワードで終わる） 場合

完全一致 テキストがキーワードと完全に一致する場合

例えば、 検索キーワードを 「京都」 としたとき、 フィールド内容 （テキスト） ごとの各一致方式の一致 （○） ／
不一致 （×） をまとめると、 次のようになります。

検索キーワード 「京都」 に対する一致 （○） ／不一致 （×）
フィールド内容 前方一致 部分一致 後方一致 完全一致

京都 ○ ○ ○ ○

京都府 ○ ○ × ×

東京都 × ○ ○ ×

東京都港区 × ○ × ×

東京港区 × × × ×

FileMaker Pro では、 日本語の文字列をキーワードとして検索する場合、 英数字のみをキーワードとする場合と
は少し異なる検索をします。 すなわち、 FileMaker Pro の即時検索機能 （4.2）、 検索モードでの検索機能 （4.4）
において検索条件としてキーワードだけを指定した場合、 検索対象のテキストの文字種類によって、 次のように一
致方式が異なります。
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 – 日本語のひらがな、 カタカナ、 漢字を含む文字： 部分一致
 – 上記以外の文字：  前方一致

検索モードでの検索 （4.4） では、 演算子を使うことによって、 後方一致や完全一致の検索も実行することがで
きます。

ゆるやか （あいまい） 検索
FileMaker Pro では、 日本語テキストの検索のときにゆるやか （あいまい） 検索という、 少し特殊な検索をす
ることができます。
これは、大文字と小文字、全角と半角、濁音と半濁音と濁音なしなど、表記の揺れを区別せずに照合する検索です。
検索キーワードの前に 「~」 （ゆるやか記号） を付けて検索します。
例えば、 検索条件 「~にっぽん」 に対して、 「にっぽん」 「ニッポン」 「につぽん」 「につぼん」 「にっほん」 など
が検索されます。
なお、 ゆるやか検索は、 即時検索 （4.2） では指定できません。

フレーズ検索
単語 1 つではなく、 複数の単語を含む 「フレーズ」 を検索条件とする検索をフレーズ検索といいます。
フレーズ検索は、 複数の単語を 「"」 （ダブルクォーテーションマーク） で囲んで検索条件とします。 例えば、 検
索条件 「"FileMaker Pro"」 を指定すると、 「FileMaker Pro」 というテキストを含むデータが検索されますが、
「Professional FileMaker」 や 「FileMaker SemiPro」 といったデータは検索されません。
なお、 フレーズ検索は、 即時検索 （4.2） でも利用することができます。

次の演習では、 キーワード検索の一致方式の違いを確認しましょう。

演習 4-1  日本語の部分一致検索を確認する

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

本演習では、 クイック検索を使って、 日本語の部分一致検索を確認します。

1  演習ファイルを開き、 「顧客一覧」 レイアウトで全レコードが表示されている状態にします。

2  キーワード 「やま」 でクイック検索を実行します。
a. クイック検索の検索ボックスに 「やま」 と入力し、Enter キー （Windows） または return キー
（macOS） を押下します。

3  検索結果が部分一致になっていることを確認します （部分一致は、 前方一致、 後方一致、 完全一致の
場合も含みます）。
a. 検索結果が 783 件であることを確認します。
b. 検索結果の 「ふりがな」 フィールドに、 次の値が含まれていることを確認します。

 • おやまだ （部分一致）
 • とみやま （後方一致）
 • やまのうち （前方一致）
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図4.1-1 日本語の単語のクイック検索の結果
演習終わり

演習 4-2  英数字の前方一致検索を確認する

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

本演習では、 クイック検索を使って、 英数字によるテキストの前方一致検索を確認します。
演習用ファイルには、 わかりやすいデータが入力されています。 全レコードを表示し、 最後のあたりのレコード
を見てください。 「名前」 フィールドの値が次のようになっているレコード （2 件） があります。

 • aabb-dummy
 • bbaa-dummy

これらのレコードを使って、 前方一致検索がどのようなものかを確認します。 また、 スペースで区切られた複数
の英数字テキストが含まれているフィールドに対するキーワード検索の結果も確認します。

1  演習ファイルを開き、 「顧客一覧」 レイアウトで全レコードが表示されている状態にします。

2  キーワード 「aa」 でクイック検索を実行し、 検索結果が前方一致になっていることを確認します。
a. 検索結果が 、 「名前」 フィールドの値が 「aabb-dummy」 のレコードのみの 1 件であること
を確認します。

図4.1-2 英単語のクイック検索の結果
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3  複数の単語からなるフィールド値に対する検索結果を確認します。
a. 全レコードを表示し、 未ソート状態で最後のレコード （「管理コード」 フィールド値が 「13436」）
を表示します。

b. 「名前」 フィールドの値 「bbaa-dummy」 を 「bb  aa-dummy」 （"bb"の後に半角スペース
を挿入） に変更します。

c. もう一度、 キーワード 「aa」 でクイック検索します。
d. 検索結果が 2 件になり、 手順 (3) b. で 「名前」 フィールドの値を変更したレコードが含まれて
いることを確認します。
これは、 ステップ (3) b. で半角スペースを挿入したことにより、 1 つの単語 「bbaa-dummy」 が 
2 つの単語 「bb」 と 「aa-dummy」 になり、 このそれぞれに対して前方一致による文字列比較
が実行されたためです。 （図 4.1-3）

図4.1-3 英単語のクイック検索の結果 （2 回目）

演習終わり

4.1.3  段階的検索
FileMaker Pro で検索を実行したとき、検索結果は対象レコード （2.4.1） となります。 そして、その対象レコー
ドに対してさらに検索を進めていく段階的検索を実行することができます。
段階的検索には、 絞り込み検索 （2.4.1） と拡大検索があります。

通常の検索
検索を新たに実行すると、 毎回、 検索結果の対象レコードが置き換わります。

検索結果のレコード

全レコード
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絞り込み検索
対象レコードを、 新たに指定した検索条件に合致するレコードだけに絞り込む検索です。

前の検索結果絞り込み結果

拡大検索
対象レコードに、 新たに指定した検索条件に合致するレコードを追加する検索です。

拡大検索結果

前の検索結果

検索の目的は、 作業に必要な対象レコードを全レコードから探し出すことです。 1 回で望み通りの結果を出せる
ような条件をうまく考えられなくても、 一度検索を実行してから、 その結果を絞り込みするなど何度かに分けて検
索することができます。 自分の思考の流れに合わせて、 検索条件を組み立ててください。

4.1.4  複数条件による検索
複数の検索条件を一度に指定して検索する場合に、 検索条件をどのように組み合わせるかによって、 AND 検索、

OR 検索、 NOT 検索の 3 種類の検索方法があります。
FileMaker Pro では、 クイック検索 （2.4.1, 4.2.1） で検索ボックスにスペース区切りで複数の単語を入力した
場合、 AND 検索として検索が実行されます。 一方、 検索モードでの検索 （4.4） では、 AND / OR / NOT 検索
のすべてを指定することができます。

AND 検索
2 つの条件の両方に合致するレコードを検索します。
次の図の濃い色付きの部分は、 「東京」 かつ 「男」 に該当するレコードの検索結果です。

検索条件 ： 東京
東京
AND

男
検索条件 ： 男

東京AND 男
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OR 検索
2 つの条件のいずれかに合致するレコードを検索します。
次の図の色付きの部分は、 「東京」 あるいは 「男」 に該当するレコードの検索結果です。

検索条件 ： 東京 検索条件 ： 男

東京OR 男

NOT 検索
1 つ目の条件に合致するレコードから 2 つ目の条件に合致するレコードを除外します。
次の図の色付きの部分は、 「東京」 だが 「男」 でないレコードの検索結果です。

検索条件 ： 東京 検索条件 ： 男

東京NOT 男
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4.2 即時検索
FileMaker のブラウズモードでは、 即時検索による検索が可能です。 即時検索には、 2.4.2 で概観したクイック

検索と、 ショートカットメニューによる検索があります。

4.2.1  クイック検索
クイック検索は、 ブラウズモードで実行することのできるキーワード検索です。
FileMaker Pro のクイック検索には、 次の特徴があります。
1. クイック検索が可能なすべてのフィールドに対して検索を実行
2. 検索条件 （キーワード） が日本語のひらがな、 カタカナ、 漢字を含むテキストの場合は部分一致、 それ以
外の場合は前方一致で検索

3. 検索ボックスに複数の単語を入力すると、 すべての単語を含むレコードを検索 （AND 検索）
4. スペースや句読点を含むテキストもダブルクォーテーションマーク 「"」 で囲むことによって検索可能 （フレー
ズ検索）

5. 検索ごとに対象レコード （検索結果） が置き換えられる （毎回新しく検索を実行）

キーワードに数字、 日付を使ったクイック検索
テキスト （単語） によるキーワード検索に対し、 数値や日付による検索は、 検索したい対象が 「範囲」 になる
ことがあります。
例えば、「年齢」 が数字タイプのフィールドに保存されているとき、還暦の人を取り出したい場合は 「年齢」 フィー
ルドの値が 「60」 の人を探しますが、 未成年の人を取り出したい場合には 「年齢」 フィールドの値が 「0」 から
「17」 の範囲の人を探します。 また、 「誕生日」 が日付タイプのフィールドに保存されているとき、 早生まれの人を
取り出したい場合は、 「誕生日」 が 「1 月 1 日」 から 「4 月 1 日」 までの値が入力されている人を探します。
つまり、 日付や数値については、 キーワードそのものずばりを検索したい場合に加え、 以上 （以降）、 以下 （以前）
などの範囲指定付きで検索したい場合があります。
FileMaker Pro のクイック検索では、 このような数値、 日付に対する検索の特徴を踏まえ、 検索ボックスに数
字が入力されたときには、 数字フィールドと日付フィールドに対しては次のような検索を実行します。

 • 数字フィールド ：入力された数値に一致するレコードを検索
 • 日付フィールド ：今年の （入力された数字） 月の 1 日から末日までの値を持つレコードを検索

例えば、 検索ボックスに 「3」 と入力してクイック検索すると、 数字フィールドに値 「3」 を持つレコード、 または、
日付フィールドに今年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの値を持つレコードが検索されます。
逆に言うと、 クイック検索で数字を条件に指定した場合、 期待している結果が得られないことがあるので注意し
てください。
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演習 4-3  即時検索 ： 複数のキーワードでクイック検索する

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

演習 2-5 （2.4.2） では 1 つのキーワードでクイック検索しましたが、 この演習では複数のキーワードを検索条
件としてクイック検索します。 どのような検索結果が得られるか、 確認しましょう。

1  クイック検索でキーワード 「東京」 と 「男」 を含むレコードを検索します。
a. 検索ボックスに 「東京」、 続いてスペース、 続いて 「男」 と入力し、 Enter キー （Windows）
または return キー （macOS） を押下します。

b. 「東京」 と 「男」 を両方含む 686 件のレコードが検索されていることを確認します。

図4.2-1 クイック検索 （「東京　男」）

2  さらにキーワード 「たなか」 を追加して検索します。
a. 検索ボックスの現在の 「東京　男」 の後にスペースを入れ、 続いて 「たなか」 と入力し、 Enter 
キー （Windows） または return キー （macOS） を押下します。

b. 「東京」 と 「男」 と 「たなか」 をすべて含む 2 件のレコードが検索されたことを確認します。

図4.2-2 クイック検索 （「東京　男　たなか」）

3  新しくキーワード 「岐阜」 で検索します。
a. ステータスツールバーの [すべてを表示] をクリックして、 すべてのレコードを表示します。
b. 検索ボックスにキーワード 「岐阜」 のみを入力して検索します。
c. 検索結果に、 「都道府県」 フィールドに 「岐阜」 を含むレコードだけでなく、 「名前」 フィールド
に 「岐阜」 を含むレコード （「管理コード」 =00002） が検索されていることを確認します。
※クイック検索は、 検索可能なすべてのフィールドを検索対象とします。
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図4.2-3 クイック検索 （「岐阜」）

演習終わり

4.2.2  ショートカットメニューからの検索
ショートカットメニューからの検索は、 ブラウズモードで、 あるフィールド全体またはフィールド内の一部のテキス
トに基づいて検索し、 さらに、 対象レコードに対して、 絞り込み検索 （2.4.2） や拡大検索といった段階的検索を
実行することができます。
ショートカットメニューからの検索は、 フィールドにカーソルを入れて右クリックでショートカットメニューを表示し、
その中から次のいずれかの検索方法を選択します。

 • 一致するレコードを検索
 • 対象レコードの絞り込み
 • 対象レコードの拡大

図4.2-4 ショートカットメニューからの検索

ショートカットメニューからの検索には、 次の特徴があります。
1. 検索対象のフィールドを指定して検索
2. 現在アクティブなフィールド全体、 またはフィールド内の一部のテキストを検索条件に指定可能 （[一致するレ
コードを検索]）

3. 指定したテキストに複数の単語が含まれる場合は、 単語がその順に含まれているレコードのみが検索される
4. 検索結果 （対象レコード） に対して、絞り込み検索 （[対象レコードの絞り込み]） または拡大検索 （[対象レコー
ドの拡大]） が可能 （段階的検索）

演習 4-4  即時検索 ： ショートカットメニューから段階的検索を実行する

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

この演習では、 ショートカットメニューからの段階的検索を確認します。 演習 4-3 のクイック検索 （4.2.1） との
違いを確認しましょう。

1  「顧客一覧」 レイアウトで、全レコードが表示されていない場合は、ステータスツールバーの [すべてを表示] 
をクリックして全レコードを表示します。
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2  ショートカットメニューから、 アクティブなフィールドの値に基づいて検索します。
a. 「都道府県」 フィールドの値が 「岐阜県」 であるレコードを検索します。
3 件目のレコードの 「都道府県」 フィールドを右クリックし、メニューから [一致するレコードを検索] 
を選択します。

図4.2-5 ショートカットメニュー検索：一致するレコードを検索

b. 「都道府県」 フィールドの値が 「岐阜県」 であるレコード 226 件が検索されたことを確認します。
c. 演習 4-3 のステップ (3) で検索された 「岐阜 薫」 さん （管理コード 「00002」） は、 今回
の検索結果に含まれていないことを確認します。

3  ショートカットメニューから絞り込み検索をします。
a. 「性別」 フィールドが 「男」 であるレコードに絞り込みます。
「男」 の値が入力されている 「性別」 フィールドを右クリックし、 メニューから [対象レコードの絞り
込み] を選択します。

b. 「性別」 フィールドの値が 「男」 であるレコード 109 件に絞り込まれることを確認します。

図4.2-6 ショートカットメニュー検索：対象レコードの絞り込み

4  ショートカットメニューから拡大検索をします。
a. 「性別」 フィールドが 「男」 であるレコードに拡大します。
「男」 の値が入力されている 「性別」 フィールドを右クリックし、メニューから [対象レコードの拡大] 
を選択します。
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図4.2-7 ショートカットメニュー検索：対象レコードの拡大

b. 「性別」 フィールドの値が 「男」 であるレコード 6,784 件に拡大され、最初の検索条件だった 「都
道府県」 フィールドが 「岐阜県」 のレコード以外も対象レコードになっていることを確認します。

5  ショートカットメニューからフィールド内の一部のテキストに基づいて検索します。
a. 全レコードを表示します。
b. 5 件目のレコードの 「ふりがな」 フィールド （「とみやま　りょう」） で右クリックし、[一致するレコー
ドを検索] を実行します。

c. 検索結果が 1 件であることを確認します。
フィールドにカーソルが入っているだけであれば、 そのフィールドの内容すべてをキーワードとして検
索することが確認できます。

d. 再び、 全レコードを表示します。
e. 今度は、 同レコードの 「りょう」 だけを選択し、 [一致するレコードを検索] を実行します。
f. 「ふりがな」 フィールドに 「りょう」 が含まれるレコード 254 件が検索されることを確認します。
フィールドの内容の一部が選択されている場合は、 選択部分だけをキーワードして検索することが
確認できます。

図4.2-8 ショートカットメニュー検索：一致するレコードを検索 （部分文字列）

演習終わり
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4.3 初めての検索モード
検索モードは FileMaker Pro の 4 つのモード （1.3.3） のうちの 1 つで、 検索条件を指定するためのモードで
す。 検索モードを利用することによって、 即時検索 （4.2） では指定できなかった、 例えば OR 検索や NOT 検
索 （4.4.1）、 演算子を使用した検索 （4.4.2） など、 複雑な検索条件の設定が可能となります。
検索モードでは、 レイアウト上に値が入力されていない （空のレコードを表示しているような） フォームを使って
検索条件を入力し、 検索を実行します。 このような検索の方法を例示による問い合わせ （QBE） と言います。
検索モードを使った検索では、 以下の手順で検索を実行します。
（1） 1 個あるいは複数個の検索条件を作成
（2） 各条件に合致するものを対象レコードに 「含める」 か 「除外」 するかを指定
（3） 検索を実行

4.3.1  検索モードに切り替える
検索モードに切り替えるには、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： メニューから切り替える
[表示] メニューから [検索モード] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで切り替える
Ctrl+F （Windows） あるいは command-F （macOS） を使います。

 • 方法 3 ： ステータスツールバーから切り替える
ステータスツールバーの [検索] アイコンをクリックします。

4.3.2  検索モードの画面
検索モードに切り替えると、 パッと見た感じではブラウズモードとあまり違いがないように見えます。 しかし、 検
索モードに切り替える前に表示されていたデータは見えなくなっています。 これは、 検索条件の 「入力待ち」 の状
態です。
検索モードでの検索は、 表示しているレイアウトに検索対象のフィールドがなければ検索条件を指定することがで
きません。 目的のフィールドが表示されていない場合には、 レイアウトを切り替えたり、 現在のレイアウトに必要な
フィールドを追加します。
なお、 検索モードの画面は、 ブラウズモードの新規レコード作成時ととてもよく似ているため、 誤ってレコード作
成していると勘違いしないよう、 各フィールドに虫眼鏡のバッジが表示されています。 （図 4.3-1）



第4章　データと検索
　初めての検索モード　

108

図4.3-1 検索モードの画面

検索モードでは、 メニューバーに [検索条件] メニューが表示され、 代わりに、 ブラウズモードで表示されていた 
[レコード] メニューが無くなっています。 （図 4.3-1）
[検索条件] メニューからは、 通常の [検索実行] だけでなく、[対象レコードの絞り込み] や [対象レコードの拡大] 
といった段階的検索 （4.1.3） を実行することができるようになっています （4.4.3）。

図4.3-2 検索モードの [検索条件] メニュー

4.3.3  検索モードのステータスツールバー
検索モードでは、 検索モード用のステータスツールバーが表示されます。
検索モードのステータスツールバーには、 検索でよく使うコマンドボタンが配置されています。 例えば左端の[<] 
[>]ボタンは、 検索条件を前後に移動するためのもの、 その右の数字は検索条件番号を意味しています。
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図4.3-3 検索モードのステータスツールバー

OR 検索や NOT 検索をする場合など、 複数の検索条件を設定する場合は、 [新規検索条件] ボタンをクリック
すると新しい検索条件指定画面が表示されます。 既に作成した検索条件を確認するには、 [<] [>] ボタンを使って
検索条件を移動します。 既存の検索条件を削除するには [検索条件削除] ボタンをクリックします。

4.3.4  検索モードのレイアウトバー
検索モードでは、 レイアウトバーも検索モード用になります。
検索モードのレイアウトバーもステータスツールバーと同じく、検索のための内容に替わり、以下のような検索モー
ド独自のコマンドが表示されます。

 • 一致するレコード
検索条件の除外 （4.4.1） を指定するためのボタンです。

 • 挿入 ： 演算子
クリックすることで検索条件に演算子を追加できます。

図4.3-4 検索モードのレイアウトバー

4.3.5  検索モードの終了
次のいずれかの方法で、 検索モードを終了します。

 • 方法 1 ： 検索を実行する
ステータスツールバーの [検索実行] ボタンや、 [検索条件] メニュー > [検索実行] などで検索を実行すると、
ブラウズモードに切り替わり、 検索結果 （対象レコード） が表示されます。
該当するレコードがない場合は、 表示されるダイアログで [キャンセル] をクリックするとブラウズモードに戻り
ます。

 • 方法 2 ： ステータスツールバーから切り替える
ステータスツールバーの [検索のキャンセル] をクリックします。

 • 方法 3 ： ブラウズモードに切り替える
[表示] メニューやショートカットで明示的にブラウズモードに切り替えます。
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4.4 検索モードでの検索
検索モードでは、 即時検索 （4.2） で実行可能な通常の検索に加え、 複数条件による検索 （4.1.4） や演算子
を使用した検索ができます。 また、 最後に使用した検索条件を保存して、 繰り返し利用することもできます。
検索モードで指定した検索条件は、 ステータスツールバーの [検索実行] ボタンをクリックすることで検索実行す
ることができます。 また、 [検索] メニューから絞り込み検索や拡大検索といった段階的検索 （4.1.3） をすることも
できます。
検索モードで検索条件を設定した後、 検索を実行すると、 自動的にブラウズモードに移動して検索結果が表示さ
れます。 検索結果に表示されるレコードは、 検索条件に合致した 「現在の対象レコード」 です。

検索条件に合致するレコードがない場合
検索を実行後、 検索条件に合致するレコードがない場合は、 以下のようなメッセージダイアログが表示されます。
このダイアログで [検索条件変更] ボタンをクリックすると検索モードに戻り、 [キャンセル] をクリックするとブラウズ
モードに戻ります。

図4.4-1 検索条件に合致するレコードがない場合のエラーメッセージ

検索結果の破棄
検索結果を破棄して全レコードを表示するには、 次の 3 つの方法があります。

 • 方法 1 ： ブラウズモードで、 ステータスツールバーの [すべてを表示] をクリックする
 • 方法 2 ： ブラウズモードで、 [レコード] メニュー > [全レコードを表示] を選択する
 • 方法 3 ： 検索モードで、 [検索条件] メニュー > [全レコードを表示] を選択する

4.4.1  AND 検索 / OR 検索 / NOT 検索
検索モードでは、 即時検索 （4.2） で実行可能な通常の検索に加え、 複数条件による検索 （4.1.4） が可能です。

AND 検索
検索モードでは、 1 つのレコードに対応するフィールド群に検索条件を設定します。 異なるフィールドに指定され
た検索条件は、 AND 検索 （4.1.4） で実行されます。
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例 1 ： 「都道府県」 フィールドに 「岐阜」 が含まれるデータ

図4.4-2 検索モードでの検索条件の指定

例 2 ： 「都道府県」 フィールドに 「岐阜」 が含まれ、 かつ、 「性別」 フィールドに 「男」 が含まれるデータ

図4.4-3 検索モードでの検索条件の指定 （AND 検索）

OR 検索
ステータスツールバーの [新規検索条件] をクリックすると、 新しい検索条件を入力するためのフィールド群が表
示されます。 ここに入力した検索条件とそれ以前に入力した検索条件との間では OR 検索が実行されます。
例えば、 次の例は 2 つの検索条件による OR 検索として実行されます。

例 3 ： 「都道府県」フィールドに「岐阜」が含まれるか、あるいは、「名前」フィールドに「岐阜」が含まれるデータ

図4.4-4 検索モードでの検索条件の指定 （OR 検索）

NOT 検索
検索モードのレイアウトバーの [一致するレコード:] で [除外] を選択して検索を実行すると、 その条件に合致す
るレコードを除外したレコードが検索結果となります。
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例 4 ： 「都道府県」フィールドに「岐阜」が含まれるもののうち、「名前」フィールドに「岐阜」が含まれないデータ

図4.4-5 検索モードでの検索条件の指定 （NOT 検索）

演習 4-5  検索モードでの複数条件による検索 （AND / OR / NOT 検索）

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

この演習では、 検索モードで複数条件による検索を実行します。 AND 検索、 OR 検索、 NOT 検索の各検索の
特徴を確認しましょう。

1  演習ファイルを開いて 「顧客一覧」 レイアウトに切り替えます。

2  即時検索と同様のキーワード検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「東京」 と入力します。
c. ステータスツールバーの [検索実行] をクリックして検索を実行します。
d. ブラウズモードに切り替わり、 検索結果のレコード （「都道府県」 フィールドの値が 「東京都」
の 1,363 件） が表示されていることを確認します。

3  AND 検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「京都」、 「性別」 フィールドに 「男」 と入力します。

図4.4-6 演習：検索モードでの検索条件の指定 （AND 検索）

c. ステータスツールバーの [検索実行] をクリックして検索を実行します。
d. ブラウズモードに切り替わり、 検索結果のレコード （「都道府県」 フィールドが 「東京都」 ある
いは 「京都府」 で、「性別」 フィールドが 「男」 の 836 件） が表示されていることを確認します。
この検索は、 「都道府県」 フィールドに 「京都」 を指定することによって 「京都府」 と 「東京都」
の値が部分一致検索 （4.1.1） で抽出されていることを確認してください。
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4  OR 検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「京都府」、 「性別」 フィールドに 「男」 と入力します。 （1 つめの検
索条件）

c. ステータスツールバーの [新規検索条件] をクリックして、 新しい検索条件の 「都道府県」 フィー
ルドに 「東京都」、 「性別」 フィールドに 「男」 と入力します。 （2 つめの検索条件）

図4.4-7 演習：検索モードでの検索条件の指定 （OR 検索）

d. ステータスツールバーの [検索実行] をクリックして検索を実行します。
e. ブラウズモードに切り替わり、 検索結果のレコード （「性別」 フィールドが 「男」 で、 「都道府県」
フィールドが 「京都府」 あるいは 「東京都」 の 836 件） が表示されていることを確認します。
この検索は、 「京都府」 の 「男」 と 「東京都」 の 「男」 を OR 条件で指定することによって、 「京
都府」 あるいは 「東京都」 の 「男」 のレコードが抽出されます。
結果的に上の (2) と同じ検索結果となっていることを確認してください。

5  NOT 検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「京都」 と入力します。 （1 つめの検索条件）
c. ステータスツールバーの [新規検索条件] をクリックして、 新しい検索条件の 「性別」 フィールド
に 「女」 と入力し、 レイアウトバーの [除外] を選択します。 （2 つめの検索条件）

図4.4-8 演習：検索モードでの検索条件の指定 （NOT 検索）

d. ステータスツールバーの [検索実行] をクリックして検索を実行します。
e. ブラウズモードに切り替わり、 検索結果のレコード （「都道府県」 フィールドに 「京都」 が含まれ、
「性別」 が 「女」 ではない 836 件） が表示されていることを確認します。
この検索は、 「都道府県」 フィールドに 「京都」 を指定することによって 「京都府」 と 「東京都」
の値が部分一致検索 （4.1.1） で抽出され、 さらに 「性別」 フィールドから 「女」 を除外すること
で 「男」 だけのレコードが抽出されます。
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結果的に上の ステップ 2  と同じ検索結果となっていることを確認してください。

演習終わり

4.4.2  演算子を使用した検索
検索モードでは、 キーワードと一緒に、 あるいは演算子だけで様々な条件を指定することができます。
演算子を使用すると、様々な部分一部検索や、完全一致、範囲の値指定、日本語特有のゆるやかな値 （曖昧検索）
などが指定できます。 また、 「空白のフィールドを検索」、 「重複する値を検索」 などの特殊な検索も演算子を使用
します。
表 4.4-1 はよく使われる検索対象とその演算子です。 他の演算子については FileMaker Pro ヘルプを参照し
てください。

表4.4-1 検索に使われる演算子の例

検索対象 使用する演算子 使用例

特定の文字で始まる日本語のフィールド
（前方一致検索）

=<文字列>* 「氏名」 フィールドに 「=山田*」 と入力すると、「山田」
で始まる氏名を持つレコードが検索されます。

指定した値よりも小さい/等しいか小さ
い/等しいか大きい/大きい値

< / <= / >= / > 「年齢」 フィールドに 「<40」 と入力すると、 「年齢」
に 39 以下の値を含むレコードが検索されます。

指定した範囲内の値 ... 「年齢」 フィールドに 「30...35」 と入力すると、「年齢」
に 30 以上 35 以下の値を含むレコードが検索され
ます。

重複するすべての値 ! 「氏名」 フィールドに 「!」 と入力すると、 同姓同名の
レコードが検索されます。

特定の種類の重複する値 !<文字列> 「氏名」 フィールドに 「!田中」 と入力すると、氏名に 「田
中」 を含むレコードが検索されます。

入力済みの （空白でない） フィールド * 「ミドルネーム」 フィールドに 「*」 と入力すると、 ミド
ルネームが入力されているレコードが検索されます。

空白のフィールド = 「ミドルネーム」 フィールドに 「=」 と入力すると、 ミド
ルネームが入力されていないレコードが検索されます。
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演習 4-6  検索モードでの演算子を使用した検索

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 4_顧客名簿.fmp12

本演習では、 検索モードで演算子を使用した検索を実行します。 前方一致検索、 数値や日付の範囲検索、 重複
レコードの検索、 空白フィールドの検索など、 柔軟な検索ができることを確認しましょう。

1  演習ファイルを開いて 「顧客一覧」 レイアウトに切り替えます。

2  演算子 「=」 による、 日本語テキストのフィールドに対する前方一致検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. まず、 通常の検索結果を確認します。 「ふりがな」 フィールドに 「ちば」 と入力して、 [検索実行] 
をクリックします。

c. 検索結果は、「ふりがな」 フィールドに 「ちば」 だけでなく 「たちばな」 といった値が入ったレコー
ドが含まれていることを確認します。

d. 再度、 検索モードに切り替えます。
e. 「ふりがな」 フィールドに 「=ちば」 と入力して、 [検索実行] をクリックします。

図4.4-9 検索モードでの演算子を使用した検索 （前方一致検索）

f. 検索結果は、「ふりがな」 フィールドが 「ちば」 で始まる値 （「ちば」 のみ） のレコードのみになっ
ていることを確認します （レコード数 8 件）。

3  演算子 「...」 による、 数字フィールドに対する範囲検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「年齢」 フィールドに 「20...25」 と入力して、 [検索実行] をクリックします。

図4.4-10 検索モードでの演算子を使用した検索 （数値の範囲検索）

c. 検索結果は、「年齢」 フィールドの値が 20 以上 25 以下のレコードであることを確認します （レ
コード数 44 件）
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4  演算子 「...」 による、 日付フィールドに対する範囲検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「登録日」 フィールドに 「2001...2002」 と入力して、 [検索実行] をクリックします。

図4.4-11 検索モードでの演算子を使用した検索 （日付の範囲検索）

c. 検索結果は、「登録日」 フィールドに 「2001/01/01」 から 「2002/12/31」 の範囲の日付が入っ
たレコードがであることを確認します。 （レコード数 1,807 件）

5  演算子 「!」 による、 重複した値を持つレコードの検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「管理コード」 フィールドに 「!」 と入力して、 [検索実行] をクリックします。

図4.4-12 検索モードでの演算子を使用した検索 （重複値検出）

c. 検索結果は、「管理コード」 フィールドの値が重複する 3 組のレコードであることを確認します （レ
コード数 6 件）

6  演算子 「=」 による、 値が未入力のフィールド （空白フィールド） の検索を確認します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「性別」 フィールドに 「=」 と入力して、 [検索実行] をクリックします。

図4.4-13 検索モードでの演算子を使用した検索 （空白フィールド検出）

c. 検索結果は、「性別」 フィールドの値が空白 （未入力） のレコードであることを確認します （レコー
ド数 6 件）

演習終わり
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4.4.3  絞り込み検索 / 拡大検索
検索モードでも、 絞り込み検索や拡大検索といった段階的検索 （4.1.3） を実行することができます。
絞り込み検索は、 検索を実行した後、 再度検索モードで検索条件を設定し、 [検索条件] メニューの [対象レコー
ドの絞り込み] を選択して実行します。
拡大検索も同様に、検索実行後、再度検索モードで設定した検索条件に対し、[検索条件] メニューの [対象レコー
ドの拡大] を選択して実行します。

図4.4-14 [検索条件] メニューからの段階的検索

演習 4-7  検索モードでの絞り込み検索／拡大検索

フォルダ：演習4_1から7 使用ファイル： 6_顧客名簿.fmp12

この演習では、 検索モードで絞り込み検索および拡大検索を実行します。

1  「顧客一覧」 レイアウトに切り替えます。

2  「都道府県」 フィールドが 「東京都」 のレコードを検索します。
a. 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「東京都」 と入力し、 [検索実行] をクリックして検索を実行します。
c. ブラウズモードで、 検索結果が 1,363 件であることを確認します。
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3  絞り込み検索で 「年齢」 フィールドが 「30」 から 「49」 （30 代および 40 代） のレコードを検索します。
a. 再度、 検索モードに切り替えます。
b. 「年齢」 フィールドに 「30...49」 と入力します。
c. [検索条件] メニューの [対象レコードの絞り込み] を選択します。

図4.4-15 検索モードでの対象レコードの絞り込み

d. ブラウズモードで、 検索結果が 281 件であることを確認します。
この検索結果には、 「東京都」 の 「年齢」 が 「30」 歳から 「49」 歳までの人が含まれています。

4  拡大検索で 「都道府県」 フィールドが 「東京都」、 「年齢」 フィールドが 「50」 のレコードを追加します。
a. 再度、 検索モードに切り替えます。
b. 「都道府県」 フィールドに 「東京都」、 「年齢」 フィールドに 「50」 と入力します。
c. [検索条件] メニューの [対象レコードの拡大] を選択します。
d. ブラウズモードで、 検索結果が 307 になっていることを確認します。
この検索結果には、 「東京都」 の 「年齢」 が 「30」 歳から 「50」 歳までの人が含まれています。

図4.4-16 検索モードでの対象レコードの拡大

演習終わり
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4.4.4  検索条件の再利用と保存
検索モードで実行した検索条件は一定数が自動的に記憶され、 再利用
することができます。

最後に使用した検索条件の再利用
検索を実行した後に再度、 検索モードに切り替えて検索条件を指定す
るのではなく、 直前に実行した条件を再利用して検索を実行することが
できます。
ブラウズモードで [レコード] メニューの [検索条件を変更] を選択する
と検索モードに切り替わり、 直前に実行した検索条件が入力された状態
になります。 必要に応じて検索条件を変更し、 検索を実行します。

図4.4-17 最後に使用した検索条件の変更

最近使った検索条件の再利用
最近使った検索条件は、 一定数が自動的に記憶さ
れています。 最近使った検索条件を表示するには、 次
の 3 つの方法があります。

 • 方法 1 ：  ブラウズモードで[レコード] メニューの [保
存済み検索] を選択

 • 方法 2 ：  ブラウズモードでステータスツールバー
の [検索] ボタンの右横の下矢印をク
リック

 • 方法 3 ：  検索モードでステータスツールバーの [保
存済み検索] ボタンの右横の下矢印をク
リック

ブラウズモードでの方法1, 2 では、 [最近使った検
索] の下に表示されている検索条件を選択することに
よって、直接検索を実行することができます。 検索モー
ドでの方法 3 は、 表示された検索条件を選択すると、
その検索条件が入力された状態になります。

図4.4-18 保存済み検索

検索条件の保存
複雑な検索条件を何度も使用する場合などのために、 検索条件に名前を付けて保存することができます。
検索条件の保存には [保存済み検索のオプションを指定] ダイアログを使います。 [保存済み検索のオプションを
指定] ダイアログは、 次の 3 つの方法のいずれかで表示します。
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 • 方法 1 ：  検索実行後、 ブラウズモードで[レコード] メニューの [保存済み検索] > [現在の検索を保存...] 
を選択

 • 方法 2 ：  検索実行後、 ブラウズモードでステータスツールバーの [検索] の横にある下矢印をクリックして 
[現在の検索を保存...] を選択

 • 方法 3 ：  検索モードでステータスツールバーの [保存済み検索] をクリックし、 [現在の検索を保存...] を
選択

[保存済み検索のオプションを指定] ダイアログでは、 検索条件に任意の名前を設定することができます。 [保存] 
ボタンをクリックすると、 入力されている [名前] で検索条件が保存され、 [保存済み検索] として参照して利用でき
るようになります。

図4.4-19 検索条件の保存

検索条件を変更したい場合は、 [詳細...] ボタンをクリックして [検索条件を指定] ダイアログを表示し、 既存の
検索条件を編集したり、 新規に検索条件を追加したりすることができます。

図4.4-20 [検索条件を指定] ダイアログ

保存した検索条件の編集 ・ 削除
保存済みの検索条件の編集や削除は、 次の 3 つの方法のいずれかで [保存済み検索を編集] ダイアログを表
示して実施します。

 • 方法 1 ：  検索実行後、ブラウズモードで[レコード] メニューの [保存済み検索] > [保存済み検索を編集...] 
を選択

 • 方法 2 ：  検索実行後、 ブラウズモードでステータスツールバーの [検索] の横にある下矢印をクリックして 
[保存済み検索を編集...] を選択
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 • 方法 3 ：  検索モードでステータスツールバーの [保存済み検索] をクリックし、 [保存済み検索を編集...] 
を選択

[保存済み検索を編集] ダイアログで対象とする保存済みの検索を選択し、 編集する場合は [編集..] ボタンを、
削除する場合は [削除] ボタンをクリックします。

図4.4-21 [保存済み検索を編集] ダイアログ
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II. FileMaker 開発者になろう
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第5章 カスタム App をつくろう

第 5 章から第 10 章では、 「FileMaker 開発者」 として実際にカスタム App を開発する流れと方法を学習し
ましょう。
まず 5.1 節では、 カスタム App を開発する際にどのような工程があるか、 どのようなことに気を付けなれば
ならないかについて確認します。 続く 5.2 節から 5.4 節では開発工程の中の設計工程に焦点を当て、 カスタム 
App を構成するデータベース、 画面、 入出力の設計についてそれぞれ説明します。

5.1 カスタム App 作成の工程と考え方
FileMaker のカスタム App に限らず、 アプリケーションはいくつかの工程を経て作成していきます。 これは一
般に、 システム開発工程と呼ばれます。
システム開発工程には一般に、 次のような工程があります。
1. 企画
2. 要件定義
3. 設計
4. 開発
5. テスト
6. リリース
7. 運用

これらの工程を、 アプリケーションのすべての機能について上から順番に実行する開発手法を 「ウォーターフォー
ル開発」 と呼びます。 一方、 「要件定義」 から 「テスト」 までの工程を一括りにして、 1 つあるいはいくつかの機
能のまとまりごとに繰り返していくことによってシステムを作り上げていく手法を 「アジャイル開発」 と呼びます。
初めは、 各工程について難しく考える必要はありません。 以下、 システムを開発していく上での考え方を簡単に
確認します。

5.1.1  情報 ： なにを
まず、 カスタム App の方向性として、 「カスタム App の役割」 と 「データ」 を考えます。 カスタム App を何
の作業のために使うか、 なに （どのようなデータ） を取り扱うかを考え、 決めていきます。 そして、 基本的な仕組
み （構造） を設計します。
さらに、 カスタム App をどう使用するかも考えます。 ユーザは 1 人だけか複数人か、 クライアントは 
FileMaker Pro （パソコン）、 FileMaker Go （モバイル）、 Web ブラウザのうち 1 種類なのか複数種類なのか、
などです。 これらの検討結果は、 カスタム App の機能や画面の設計に影響があります。 さらにハードウェアデバ
イスの準備やライセンスの追加購入も必要になる場合もあります。
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5.1.2  必要な機能 ： なぜ
次に、 カスタム App の 「機能」 について考えます。 カスタム App の 「機能」 は、 大きく分けて、 起動・入力・
蓄積 ・ 検索 ・ 表示 ・ 集計 ・ 出力(印刷、 書出、 保存) ・ 終了などがありますが、 まずは、 「なにを」 で考えた役割、
「主となる作業」 を考え、 その後、 主となる作業のために必要な機能、 そしてその周辺の機能...と考えていきます。
これは 「設計」 工程の一部に相当します。 最初からすべてを網羅できなくても構いません。
カスタム App の機能を検討する際には必ず、 「こんな結果が欲しい」 だけではなく、 「どうしてその結果が必要
なのか」 も合わせて考えます。 つまり、「何のために （理由）、どのような結果 （目的） が必要なのか」 を考えます。 「目
的」 には 「理由」 があり、 両方を併せて考えることによって、 データを目的に応じて適切に取り扱うための機能の
内容を決めやすくなります。
また、 カスタム App を使用するユーザと、 使用するクライアントも想定しておきます。
例えば、 カスタム App を使って、 習い事の生徒への連絡 （理由） のために生徒の住所が 「東京都港区」 の人
だけを取り出したい （目的） 場合、 生徒情報の検索機能と印刷機能 （A4 縦サイズに 2×6 のラベルを印刷） や
書き出し機能 （特定のフィールドをコンマ区切り形式で書き出し)をデスクトップから実行できることが必要だと考え
ます。 これが機能の設計です。

5.1.3  表示 ： どうやって
カスタム App の役割、 扱うデータ、 機能が決まったら、 データを表示したり機能を使ったりするための 「画面」
について考えます。
FileMaker Pro で画面にデータを表示する場所は 「レイアウト」 です。 自分あるいは他のユーザにとって、 どの
ような表示が必要かを基準に考えます。 例えば、 習い事の生徒 1 人ずつの情報を詳細に表示するためのレイアウ
トや複数人の情報を一覧表示するレイアウト、 などと考えていきます。
各レイアウトに配置するフィールドや機能を実行するボタンを、 どの順番でどこに置くと使いやすいか、 なども考
えます。 これも 「設計」 工程の一部です。 画面について考えることは、 外部設計などとも呼ばれます。
さらに、 想定しているクライアントに応じて、 使いやすい画面を考えます。 例えば、 FileMaker Go を利用して
モバイル環境で使うレイアウトは、 ボタンが小さいとうまくタップできなかったり隣のボタンをタップしてしまったりす
るかもしれません。 また、 パソコンとモバイルを併用する場合には、 パソコンでしか使わない機能もあるかもしれ
ないので、 クライアントごとに必要な機能とともに画面を考える必要があります。
どのレイアウトでどの機能を使うかについては、 実際に自分がユーザとして使うことを想像しながら考えます。 レ
イアウトと必要な機能を並行して作り始めるとわかりやすいかもしれません。

5.1.4  開発 ： いつから開発を始めるか
第 2 章で確認したように、FileMaker Pro では簡単にカスタム App のファイルを作ることができます。したがっ
て、 だいたい必要な機能と画面を考えたら、 FileMaker Pro を使って、 ファイル、 テーブル、 フィールド、 レイア
ウトを作成し始めることができます。
カスタム App の開発では、 デーベース構造、 レイアウト、 そして機能を順番に作っていくというよりは、 開発を
進めていく間に必要なものを追加したり不要なものを削除したりして進めていくことよくあります。 必要な機能に気
が付いたら、 その時点で必要な構造 （フィールドやテーブル） を追加しても良いのです。 その結果、 レイアウトも
当初考えていたより増減するかもしれません。



第5章　カスタム App をつくろう
　カスタム App 作成の工程と考え方　

127

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

5.1.5  テストと運用
カスタム App が完成した！と思っても、 必ず、 当初考えた役割や機能の目的や理由に対して動作が思った通り
か確認します。 「テスト」 が完了して初めて作成作業完了とし、 「リリース」 します。 テストは、 作成段階だけでなく、
既に運用しているカスタム App を修正 ・ 変更した場合にも必ず実施します。
テストをする際には、 先に、 どのように動作したらテストが成功したと言えるのか、 成功の条件 （完了条件） を
明確にしておきます。 これによって、 テスト漏れや不具合が発見しやすくなります。
テストでは、 考えた通りに動作するかだけでなく、 大事なデータが壊れてしまうような重大なエラーが起らない
かも確認します。 確実に動作することは、 とても重要です。
ひととおりのテストを実施し、必要な PC/Mac やデバイス、 その他のアプリケーションの準備ができたら、 「運用」
を開始します。
カスタム App の運用とは、 簡単に言えば、 できあがったカスタム App を安定して使い続けられるようにするこ
とです。 この中には、 データの共有、 アカウント管理、 データのバックアップ計画なども含まれます。 これらについ
ては、他の 「Claris FileMaker ガイドブック」 シリーズや、FileMaker Pro ヘルプなどの情報を参考にしてください。
気をつけなければならないのは、 「今、 運用されているカスタム App」 への変更です。 いきなり変更して失敗
すると、 運用に大きな支障が出てしまうので大変です。 テスト用ファイルを用意して動作や結果などを十分に確か
めてから、 運用中のカスタム App に反映するようにします。

すべてを新しくつくる方が良い? 

カスタム App の役割、 扱うデータ、 機能を考え、 クライアントの種類も決まれば、 どのようなカスタム App になるのか、
だいたいわかってきます。 この時点で、 Starter App や Claris のサイトで公開されている 「業種別 ・ 職種別サンプル 
App」 といったサンプル App を土台にできるかどうか、 検討することができます。 カスタム App を短時間で作成した
いときには、 そんなことも検討してください。
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5.2 カスタム App の構造設計
ここからは、 カスタム App で取り扱うデータをデータベースでどのように実現するかについて考えます。 これを
カスタム App の構造設計といいます。
一般に、 目的に応じて自在にデータを利用できるようなデータベースの定義を考えることを、 データベース設計
あるいはデータモデリングと呼びます。 FileMaker Pro のデータベースはリレーショナルデータベース （3.1.2） で
すので、 データベース設計ではテーブルやフィールドの定義を考えます。
実際のデータベース定義は FileMaker Pro の [データベースの管理] ダイアログ （3.2.1） で実施しますが、 こ
こでは簡単に、 リレーショナルデータベースにおけるデータベース設計の考え方を説明します。
以下では、 例として果物屋さんの 「売上管理カスタム App」 を考えます。 この果物屋さんでは、 次のような事
情があるとします。

 • 現状
 – 売り上げを伝票 （紙） に記録しているので集計が面倒
 – どの商品が売れているか、 どういうお客様が何を買ったかはわからない
 – 売上伝票には買った人や売れた商品の産地や品種を明記するように努めている
 – 売上金額に従ってスタンプ押す会員カードがあり、 カード作成時の会員の情報がある

以上から、 カスタム App の役割としては次のようなものが考えられそうです。
 • 売上を記録する
 • 商品情報を管理して売上と関連させる
 • お客様情報を管理して売上と関連させる

図5.2-1 果物屋さんのカスタム App に登場するもの

5.2.1  情報をテーブルにする
リレーショナルデータベースではデータをテーブル （3.1.2） で管理するので、 まず持っているデータをテーブル
にします。
現在、 次のようなデータを持っているとします。
 • 東京都在住の山田 太郎さん、 1983/1/5 生まれ
 • 埼玉県在住の佐藤 花子さん、 1976/3/7 生まれ
 • 青森県のリンゴ、 品種は富士
 • 宮崎県のバナナ、 品種はもっちりバナナ
 • 愛媛県のミカン、 品種は甘平
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 • ○月○日の売上伝票1、 山田さん、 リンゴ （青森、 富士） 2 個 200 円
 • ○月○日の売上伝票2、 佐藤さん、 リンゴ （青森、 富士） 1 個 100 円、 
みかん （愛媛、 甘平） 2 個 800 円
....

まず、 上記データを分類します。 このとき、 カスタム App の役割を考えると、 大まかな分類ができます。 今回
は、 次のように 「売上伝票」 「商品情報」 「お客様情報」 に分類することができそうです。

<人(顧客)の情報>
 • 東京都在住の山田 太郎さん、 1983/1/5 生まれ
 • 埼玉県在住の佐藤 花子さん、 1976/3/7 生まれ 

<果物の情報>
 • 青森県のリンゴ、 品種は富士
 • 宮崎県のバナナ、 品種はもっちりバナナ
 • 愛媛県のミカン、 品種は甘平

＜売上伝票の情報＞
 • ○月○日、 伝票番号1、 山田さん、 リンゴ （青森、 富士） 2 個 200 円
 • ○月○日、 伝票番号2、 佐藤さん、 リンゴ （青森、 富士） 1 個 100 円、 
みかん （愛媛、 甘平） 2 個 800 円

上記のとおり、 今回は大きく 3 種類にデータを分類することができました。 テーブルを考えるときには、 このよ
うに、 取り扱うデータが 「なにかの情報の集まりに分けることができるかどうか」 を見極めることが、 はじめの一
歩です。
上の 3 種類のデータからは、 少なくとも 3 つのテーブル、 「人」 テーブル、 「果物」 テーブル、 「売上伝票」 テー
ブルを作ることができます。 ここでは紙に書いて設計していると仮定して、 四角形を書いてテーブルを表現します。

図5.2-2 「人」 テーブルと 「果物」 テーブル

5.2.2  フィールドを考える
テーブルはデータの集まりで、 テーブルはフィールド （3.2.2） の集まりです。 例えば、 5.2.1 の顧客の情報と果
物の情報からは、 「人」 テーブルと 「果物」 テーブルにそれぞれ 図 5.2-3 のようなフィールドを考えることがで
きます。
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図5.2-3 「人」 テーブルと 「果物」 テーブルのフィールド例

フィールドには、 データの内容を端的に表すようなフィールド名を付けます。

テーブル内のレコードをユニークにする
データベースの 1 テーブルの中には、 内容がまったく同じレコード、 つまり重複するレコードがあってはいけませ
ん。 なぜなら、 重複するレコードが複数あると、 どのレコードを取り出して表示や編集といった操作をしたらいい
か決められないからです。 例えば、 上記 「人」 テーブルでは、 「同じ都道府県に住んでいる、 誕生日が同じ、 同
姓同名の別人」 がいると、 その人たちを区別することができません。
重複しないレコードのことをユニークなレコードと呼びます。 ユニークとは一意、 つまり、 唯一のという意味です。
テーブルに対して、 「そのフィールドによってレコードがユニークになる」 というフィールドがあるかどうかを毎回
考えるよりも、レコードをユニークにするためのフィールドをあらかじめ用意しておく方が便利です。 このためのフィー
ルドには、 重複しない数値などを設定するようにします。 このフィールドは、 テーブルの中でレコードをユニークに
する 「識別子 （ID）」 となります。
このような識別子は、 リレーショナルデータベースでは主キー （あるいは Primary Key） と呼びます。
次の図は、 「人」 テーブルと 「果物」 テーブルにそれぞれ、 「主キー」 という名前で、 識別子となるフィールド
を追加しています。

図5.2-4 識別子 「主キー」 を追加した 「人」 テーブルと 「果物」 テーブル

重要なことですが、 この項目が空白なレコードがあってはいけません。 データが入力されていないと識別子とし
ての役目を果たせないので、 必ず空欄不可となるように設計します。
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5.2.3  繰り返しと重複をなくす
次は 「売上伝票」 テーブルについて考えてみます。
売上は、 果物を販売する度に伝票に手書きで記録していました （図 5.2-5）。 ここからフィールドとなる項目を
取り出します。

図5.2-5 売上伝票の例

売上伝票を 1 つのテーブルとしたとき、 フィールドとしてはまず次のものが考えられます。

<売上伝票のフィールド候補 1>
 • 売上日
 • 買ったお客様
 • 買われた果物の名前
 • 買われた果物の数量
 • 買われた果物の価格
 • 売上額

ところが、実際の売上伝票をよく見ると、伝票ごとに買われた果物の種類が 1 つだったり複数だったりしています。
これをフィールドに反映するために、 まず次のように、 1 回の買い物で買われる果物の種類の最大数を仮定して、
その最大数分のフィールドを用意しておくことが考えられます。

<売上伝票のフィールド候補 2>
 • 売上日
 • 買ったお客様
 • 買われた果物の名前 1 • 買われた果物の数量 1 • 買われた果物の価格 1
 • 買われた果物の名前 2 • 買われた果物の数量 2 • 買われた果物の価格 2
 • ...
 • 買われた果物の名前 5 • 買われた果物の数量 5 • 買われた果物の価格 5
 • 売上額
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しかし、 この場合、 「1 回の買い物で買われる果物の種類の最大数」 を仮定することはなかなか難しく、 小さす
ぎるとすぐにこのテーブルでは対応できなくなりますし、 あまりに大きすぎるとそれぞれのフィールドに対する処理
が煩雑になるだけでなく、 画面レイアウトも見づらくなります。
一方、 次のように、 買われた果物の種類ごとに別々の売上伝票を作成する方法も考えられます。 この場合は、 1 
回の買い物で買われた果物の種類の数だけ、 伝票データ （レコード） を作成することになります

<売上伝票のフィールド候補 3>
 • 売上日
 • 買ったお客様
 • 買われた果物の名前
 • 買われた果物の数量
 • 買われた果物の価格

しかし、 この場合は 1 回の買い物での 「売上額」 を記録しておく場所がありません。 また、 「売上日」 や 「買っ
たお客様」 のデータなどが複数の伝票データに重複して記録されることになり、 無駄です。
このように、 1 つのイベントに対して固定の項目と可変個の項目を管理しなければならない場合は、 固定の項目
と可変個の項目を分けて管理することを考えます。
上記の果物屋さんの場合は、 1 回の買い物に対して 「売上日」 「買ったお客様」 「売上額」 は必ず 1 つだけ、
そして、「買われた果物の名前」 「買われた果物の数量」 「買われた果物の価格」 の数は買い物によって変わります。
したがって、 次のように 「伝票」 テーブルと 「明細」 テーブルに分けます。

<伝票テーブル>
 • 売上日
 • 買ったお客様
 • 売上額

<明細テーブル>
 • 買われた果物の名前
 • 買われた果物の数量
 • 買われた果物の価格 図5.2-6 売上伝票内のデータの関係

元の売上伝票から明細情報を切り離すと、 「伝票」 情報が残ります。 そして、 「明細」 情報にとって 「伝票」 情
報は、売上日、お客様の名前、売上額などの共通の内容となります。 これによって、1 つのテーブルの中で同じフィー
ルドを複数用意 （フィールドの繰り返し） する必要がなく、 かつ、 データの内容が重複することもなくなります。

図5.2-7 「伝票」 テーブルと 「明細」 テーブル
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5.2.4  関連を定義する
5.2.3 で、 伝票の内容を 「伝票」 テーブルと 「明細」 テーブルの 2 つに分けましたが、 実際に利用するため
にはこれらを関連付ける必要があります。
5.2.2 では、 1 つのテーブルから 1 レコードを取り出すためのユニークな識別子 （「主キー」） を導入しました。
多くの場合、 この識別子を使って関連を定義します。
このために、関連先のテーブル （「明細」） に関連元のテーブル （「伝票」） の主キーを格納するための項目 （フィー
ルド） を用意します。 このフィールドを照合フィールドと呼び、 照合フィールドに格納された関連元のテーブルの主
キーを外部キー（あるいは Foreign Key） と呼びます。 また、関連先のテーブルのレコード （この場合 「明細」 テー
ブルのレコード） を関連レコードと呼びます。

図5.2-8 「明細」 テーブルに 「外部キー」 フィールドを追加

「明細」 テーブルに 「外部キー」 フィールドを追加することによって、次のような関連が成立するようになりました。

 • 「明細」 テーブルから、 どの 「伝票」 テーブルのレコードが関連レコードなのか （いつ売り上げた、
どのお客様なのか） がわかる
 • 「伝票」 テーブルから、 1 回の売上に含まれる 「明細」 レコードがすべてわかる

このような関係のことを 「親子」 と呼んだりもします。 「伝票」 テーブルが親、 「明細」 テーブルが子です。
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5.2.5  共通の情報を別にする
さらに売上伝票を確認すると、 「売ったお客様」 と 「買われた果物の名前」 それぞれに、 同じデータが複数の
売上伝票に何度も出てくることがわかります。 このような場合、 例えばお客様の名前や果物の名前が変わったりす
ると、 同じデータが登録されている売上伝票をすべて変更しなければなりません。
ここで、 5.2.1、 5.2.2 でテーブルとフィールドを定義した 「人 （顧客）」 「果物」 を確認すると、 「売ったお客様」
と 「買われた果物の名前」 のデータはそれぞれ、これらのテーブルに 「名前」 として含まれていることがわかります。
であれば、前節で行ったように、「伝票」 テーブルと 「人 （顧客）」 テーブル、「明細」 テーブルと 「果物 （商品）」
テーブルとを、 それぞれの主キーを使って関連付けることによって、 「伝票」 テーブルの中にデータを直接持たなく
とも 「名前」 のデータを取得することができます。
これによって、複数の売上伝票に共通のデータを一ヶ所で管理して扱いやすくすることができるだけでなく、「伝票」
テーブルから、 お客様の住んでいる 「都道府県」 や 「生年月日」、 売った果物の 「産地」 や 「品種」 といったさ
らに詳しいデータも参照できるようになります。

図5.2-9 「顧客」 テーブル、 「商品」 テーブルとの関連付け

5.2.6  テーブルの役割
前節までの果物屋さんのデータベースには、 「伝票」 「明細」 「顧客」 「商品」 の4 つのテーブルができました。
ここで、 扱うデータの種類について考えてみます。 データには、 大きく分けて次の 2 種類があります。

 • マスタデータ （あるいは単に 「マスタ」）
基本となるデータ。 顧客情報や商品情報などがあります。

 • トランザクションデータ
業務上発生し、 頻繁に追加、 更新されるデータ。 売上データ、 仕入れデータなどがあります。

マスタデータとトランザクションデータを別に管理することによって、 データ量を削減したり、 既存データの更新
のコストを抑えたりすることができます。
マスタデータを管理するテーブルをマスタテーブル、 トランザクションデータを管理するテーブルをトランザクショ

ンテーブルと呼びます。 果物屋さんのデータベースでは、 「顧客」 「商品」 テーブルがマスタテーブル、 「伝票」 「明
細」 テーブルがトランザクションテーブルです。
マスタテーブルとトランザクションテーブルでは、使い方や必要な機能が異なってきます。主にトランザクションテー
ブルを使う部分は業務で常に使用する機能であることが多く、 マスタテーブルを使う部分は情報の管理について考
えることが多くなります。
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5.3 カスタム App の画面設計
取り扱うデータについてだいたい目処が付いてきたら、 次は画面について考えます。
ここでは、 果物屋さんの 「売上管理」 カスタム App を例に、 次の点について考えます。
 • どのような画面が必要か
 • どのような順番で画面を使うか （移動 ・ 表示するか）

5.3.1  必要な画面を考える
まず、 ユーザがカスタム App をどのように使うかを考えます。 最初は自分がユーザだと考え、 作業のシチュエー
ションを書き出してみましょう。
果物屋さんのカスタム App の例では、 次のような作業のシチュエーションが考えられます。
（a） 売上 （売上日、 買ったお客様、 買われた果物の名前、 買われた果物の数量、 買われた果物の価格、 売
上額） を入力する

（b） 売上の状況を確認する
（c） 必要に応じて売上を検索する
（d） 売上一覧を印刷する

ここで、 (c) の 「売上を検索する」 についてもう少し考えてみます。 検索する目的は、 売上日やお客様、 特定の
果物の種類などついての売上を知ることです。 検索結果は 1 件だけとは限らず、 また売上情報の他の項目も一緒
に確認できると効率的です。
以上の検討により、 このカスタム App には、 大きく分けて次の 3 つの画面が少なくとも必要であることがわか
ります。
（a） 売上を入力する  →　(1) 売上伝票を 1 件ずつ入力できる画面
（b） 売上の状況を確認する  →　(2) リストで売上伝票を表示できる画面
（c） 必要に応じて売上を検索する →　(2) リストで売上伝票を表示できる画面
（d） 売上一覧を印刷する  →　(3) リストで売上情報がわかる印刷用帳票

5.3.2  画面遷移を考える
次に、 ユーザがどのような順番で画面を表示するか、 作業のシチュエーションを元に画面遷移を考えます。
各画面をイメージしながら画面遷移を考えると、 各画面に配置されるフィールドやボタンについて自然に考える
ことになります。 その結果、 画面 （レイアウト） ごとの役割も自然に決まっていきます。 カスタム App を作成する
ときには、 このように様々なことが多角的に決まっていくことがいくことが多いです。
なお、 一度考えた画面の仕様や画面遷移が絶対というわけではありません。 カスタム App の開発を通して考
えることや決めることによって柔軟に変えていくことも可能です。
これまでの果物屋さんの 「売上管理」 カスタム App については、例えば、次のような画面遷移はどうでしょうか。
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図5.3-1 「売上管理」 カスタム App の画面遷移案

5.4 カスタム App の入力と出力
画面のイメージができたら、 そこに配置するフィールドやボタンについて自然に考えることになります。 個々の画
面で入力したい表示したいフィールド、 あるいは印刷物に記載したいフィールドを考えるとき、 カスタム App の入
力と出力について考えます。
データを入力して保存したら、 そのまま溜め続けるだけ、 という使い方はあまりありません。 ユーザは、 作業の
結果として何かしらの出力が必要なことがほとんどです。 出力には、 レイアウトへの結果表示、 印刷物、 エクスポー
トされるデータなど、 さまざまな種類があります。
そして、 「作業の結果として何が欲しいか」 によって、 入力する項目も決まります。
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第6章 データベースの作成

本章では、 カスタム App の構造設計 （5.2） をもとに、 いよいよ FileMaker Pro を使ってデータベースを作
成していきます。
FileMaker Pro データベースのフィールドタイプの特徴を理解し、 適切なフィールドオプションを利用すること
によって、 データを効率良く保存 ・ 管理することができるだけでなく、 必要なときに迅速に入出力できるカスタム 
App を作成することが可能となります。

6.1 新しいカスタム App ファイルを作る
2.1 節ではカスタム App ファイルを作成する方法をいくつかご紹介しましたが、 ここではまっさらのファイルを
新規に作成して （2.1.4）、 その上にテーブルやフィールドなどを定義していきます。
まっさらのカスタム App ファイルを新規作成する手順は、 次のとおりです。
（1） [ファイル] メニューの [新規作成...] を選択して図 6.1-1 のウインドウを表示します。

図6.1-1 カスタム App の新規作成

（2） [新規] を選択して [作成] ボタンをクリックします。
（3） 続いて表示されたダイアログで保存場所とファイル名を入力します。
（4） [保存] ボタンをクリックします。

新しいカスタム App ファイルが生成されると、 [データベースの管理] ダイアログ （3.2.1） が表示されます。
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6.2 テーブルとフィールドを定義する
6.2.1  テーブルを定義する
新しくテーブルを作成するときには、 [データベースの管理] ダイアログの [テーブル] タブを使います。 テーブル
名を指定して新規にテーブルを作成するだけでなく、 既存のテーブルをコピーして新しくテーブルを作成することも
できます。
新規にカスタム App を作成した際には、 カスタム App のファイル名と同じテーブルが自動的に作成されます。
このテーブルをそのまま使い始めることもできますし、 テーブル名を変更して使うこともできます。

6.2.2  フィールドを定義する
新しくフィールドを作成するときは、 [データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブを使います。 テーブル
同様、 フィールド名を指定して新規にフィールドを作成するだけでなく、 既存のフィールドをコピーして新しくフィー
ルドを作成することもできます。
フィールドを作成する際には、 フィールド名、 フィールドタイプ （3.2.2）、 コメントだけでなく、 必要に応じてフィー
ルドオプション （6.3） を指定することができます。

フィールド名
少なくとも 1 つのカスタム App 内では、 フィールド名の付け方のルール （命名規則） が統一されていると、 後
で確認するときに便利です。 本章では、 項目の内容がわかりやすい名前にしていますが、 カスタム App をいくつ
か作成して感じがつかめてきたら、 日本語名か英語名かなども含め、 誰にでもわかりやすい命名規則を決めること
をお勧めします。
また、 フィールド名からフィールドタイプやオプション設定がわかると、 作業がしやすい場合があります。 例えば、
次のような命名規則があります。

 • 計算タイプフィールド ：
フィールド名の先頭に 「計算_」 や 「c_」 （calculation の頭文字） を付ける

 • 集計タイプフィールド ：
フィールド名の先頭に 「集計_」 や 「s_」 （summary の頭文字） を付ける

 • グローバル格納フィールド （6.3.3） ：
フィールド名の先頭に 「g_」 （global の頭文字） を付ける

 • わかりやすい名前 ：
フィールド名は、 カスタム App での作業時に内容がすぐに把握できるものにする

なお、 数字で始まる名前や、 計算式で使用される演算子や記号が含まれる名前、 FileMaker Pro の関数と同じ
名前などは、 フィールド名として使用することができません。 フィールド名として使用できない予約語や、 フィール
ド名の定義に関する詳しい規則については、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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フィールド名の変更

[データベースの管理] ダイアログ以外にも、 フィールドの作成やフィールド名などの変更が可能な箇所があります。
 • 表形式の画面
列名を変更するとフィールド名も変更されます。 また、 列名の右の[▼]から表示されるメニューでタイプなどの
変更が可能です。 フィールドの新規作成も可能です。
 • レイアウトモードのオブジェクトパネルの [フィールド] タブ
レイアウトモードのオブジェクトパネル （左パネル） の [フィールド] タブでフィールド名やタイプ、 オプションの
変更、 フィールドの作成が可能です。

これらは、 手軽にフィールド定義作業ができて便利です。 しかし、 「知らない間に定義が変わっていた！」 ということ
もありますので注意しましょう。

6.2.3  ハウスキーピングフィールド
[データベースの管理] ダイアログで新しくテーブルを作成した場合、 表 6.2-1 の 5 つのフィールドが自動的に
作成されます。 これらのフィールドを、 ハウスキーピングフィールドと呼びます。

表6.2-1 ハウスキーピングフィールド

フィールド名 フィールドタイプ オプション コメント

主キー テキスト 索引設定済、 計算値自動入力、 既
存値を置き換え、 値変更不可、 空欄
不可、 ユニークな値

このテーブル内の各レコー
ドの固有の識別子

作成者 テキスト 作成アカウント名、 値変更不可、 空
欄不可

各レコードを作成したユー
ザのアカウント名

修正者 テキスト 修正アカウント名、 値変更不可、 空
欄不可

各レコードを最後に修正し
たユーザのアカウント名

作成情報タイムスタンプ タイムスタンプ 作成タイムスタンプ （日付と時刻）、
値変更不可、 空欄不可、 西暦 4 桁
の日付

各レコードが作成された日
付と時刻

修正情報タイムスタンプ タイムスタンプ 修正タイムスタンプ （日付と時刻）、
値変更不可、 空欄不可、 西暦 4 桁
の日付

各レコードが最後に修正さ
れた日付と時刻

ハウスキーピングフィールドの値は、 フィールドオプション （6.3） によって値が自動的に入力され、 空欄になる
ことはありません。 これらのフィールドを利用することによって、 いつ、 誰が、 作成または修正したのかを知ること
ができるので、 データの一元管理に役立ちます。
なお、「ハウスキーピング （housekeeping）」 とは、家や宿泊施設などの設備の整備や管理を行うことです。 デー
タ管理のための基本的なフィールドという意味で 「ハウスキーピングフィールド」 と呼んでいます。
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図6.2-1 ハウスキーピングフィールド

数字と UUID

FileMaker Pro で自動生成されるハウスキーピングフィールドの一つ 「主キー」 は、 フィールドオプションの [入力値
の自動化] で Get (UUID) 関数の計算結果が入力されるように設定されています （フィールドオプションについては後
述）。 これによって、新規にレコードを作成すると、「主キー」 フィールドに次のような文字列 （UUID） が自動入力されます。

67574151-F1FC-4ECB-8787-3BE8AA9B7D3F 
UUID (Universally Unique IDentifier) は、 全世界でユニークにな （重複する確率が限りなく 0 である） 識別子で、
FileMaker Pro 独自の考え方ではなく標準化がなされている世界的なものです。
主キーとして数字の連番を使うか、 あるいは UUID を使うか、 の選択はカスタム App の役割などを考慮して決定し
ます。 ユニークな数字でも十分に主キーとなります。 また、 リレーションシップ （関連） の仕組みが見てすぐに確認でき
ること、 など重視する場合は数字の連番を採用しても問題ありません。
なお、 UUID を使いたいがフィールドタイプを数字にしたい場合は Get (UUID 番号) 関数を利用することができます。

演習 6-1  新規にデータベースを定義する

フォルダ：演習6_1 使用ファイル：なし

この演習では、 タスクを管理するカスタム App のためのデータベースを作成します。
「タスク」 とは課題のことで、例えば、「会議用の報告書を作成する」 ことや、「顧客Aに連絡する」 といったことです。
これらはいずれも、 担当者と期限を決めて実施する作業です。
このカスタム App では、 実施すべき作業 （タスク） を入力し、 期限、 優先度を追加したり状況を記録したりす
ることにより、 タスクの整理をします。
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ここでは、新規に空のカスタム App を作成し、その中に 3 つのテーブル （「タスク」「担当者」「割り当て」） とフィー
ルドを定義します。
また、 テーブルを新規作成したときに、 ハウスキーピングフィールド （6.2.3） が自動生成されていることを確認
しましょう。

1  新規にカスタム App ファイルを作成します。
a. [ファイル] メニューの [新規作成...] を選択します。
b. 表示されたダイアログで [新規] を選択して [作成] ボタンをクリックします。
c. [名前] に 「演習タスク」 を指定します。 保存先 （[場所:]） はデスクトップのままで [保存] ボタ
ンをクリックします。

図6.2-2 新規カスタム App ファイルの作成

d. [データベースの管理] ダイアログが表示されることを確認します。

2  「タスク」 「担当者」 「割り当て」 という 3 つのテーブルを作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログで [テーブル] タブを選択し、 ファイル名と同じ名前 （「演習タ
スク」） のテーブルが自動生成されていることを確認します。

b. 「演習タスク」 テーブルを流用して 「タスク」 テーブルにします。 [テーブル名] を 「タスク」 に
変更して[変更] ボタンをクリックします。
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図6.2-3 [データベースの管理] ダイアログ：テーブル名の変更

c. 新しく 「担当者」 「割り当て」 という 2 つのテーブルを作成します。 [テーブル名] にそれぞれ
のテーブル名を入力して、 [作成] ボタンをクリックします。

図6.2-4 [データベースの管理] ダイアログ：テーブルの作成
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3  「タスク」 テーブルにフィールドを作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログの [テーブル] タブで 「タスク」 を選択し、 続いて[フィールド] 
タブを選択します。

b. 5 つのハウスキーピングフィールド （6.2.3） が自動生成されていることを確認します。
c. 新しくフィールドを作成するには、 [フィールド名] を入力し、 [タイプ] を指定して、 [作成] ボタン
をクリックします。 例えば、 「タスク」 フィールドなら、 [フィールド名] に 「タスク」 を入力し、 [タ
イプ] に 「テキスト」 を指定して、 [作成] ボタンをクリックします。

図6.2-5 [データベースの管理] ダイアログ：フィールドの作成

d. 同様に、 次の No. 7 ～ 12 のフィールドをすべて作成してください。



第6章　データベースの作成
　テーブルとフィールドを定義する　

144

No. フィールド名 タイプ

1 主キー テキスト

2 作成情報タイムスタンプ タイムスタンプ

3 作成者 テキスト

4 修正情報タイムスタンプ タイムスタンプ

5 修正者 テキスト

6 タスク テキスト

7 期限 日付

8 説明 テキスト

9 ステータス テキスト

10 カテゴリー テキスト

11 完了日 日付

12 優先度 テキスト

4  [データベースの管理] ダイアログの [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

演習終わり
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6.3 フィールドオプション
カスタム App で実際にデータを入力していくとき、 そのデータがあらかじめ想定できるものである場合がありま
す。 例えば、 「本日の日付」 や、 「単価」 と 「個数」 から計算できる 「合計金額」 の値などです。
また、 同じフィールドに入力するデータも、 どういう形式で入力するのか忘れてしまったり、 入力する人が違っ
たりすることによって、 入力する形式が異なってしまうことがあります。 例えば、 「電話番号」 フィールドに 「03-
4345-3333」 と入力するか、あるいは 「東京 (03) 4345-3333」 か、「0343453333」 か、といったときです。
このように、 フィールドに入力されるべき値を自動設定したり、 入力される値を制限したりするために、
FileMaker Pro ではフィールドオプションを利用することができます。
フィールドオプションは [データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブから、 各フィールドに対して設定し
ます。
設定できるオプションには、 大きく分けて 「入力値の自動化」、 「入力値の制限」、 「データの格納」、 および 「ふ
りがな」 の 4 つがあります。 [データベースの管理] ダイアログでフィールドを選択して [オプション] ボタンをクリッ
クすると、 これらのオプションを設定するダイアログが表示されます。

図6.3-1 [データベースの管理] ダイアログの [オプション] ボタン

6.3.1  入力値の自動化
カスタム App の入力フィールドの中には、 自動入力されるとユーザにとって便利なものがあります。 例えば、 今
日の日付を入力するフィールドがある場合、 新規レコード作成時に自動入力されていればユーザが逐一入力しなく
て済みます。
また、 別の考え方では、 例えばハウスキーピングフィールドの 「作成日」 や 「修正日」 にユーザがあえて違う日
付を入力してしまったら、 本来の作成や修正の情報がわからなくなってしまいます。 このような、 ユーザに入力や
更新をされては困るフィールドは、 ユーザに意識をさせずに入力されていることが望ましいです。
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FileMaker Pro の 「入力値の自動化」 機能は、 このような場合に入力値を自動設定してくれる機能です。 「入
力値の自動化」 は、 フィールドのオプションを設定するダイアログの [入力値の自動化] タブで設定します。

図6.3-2 [フィールドオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タブ

入力値の自動化は、 次のように考えて設定します。
（1） なにを ... どのフィールドに設定するか
（2） どのように ... 設定内容
（3） どの程度 ... ユーザの変更の許可/不許可

「どのように」 の設定内容の概要は、次のとおりです。 詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」
や FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

 • [作成情報]
レコードが作成された時点の情報が入力されます。 入力する内容は、 日付、 時刻、 タイムスタンプ、 名前、 ア
カウント名から選択します。

 • [修正情報]
レコードが修正された時点の情報が入力されます。 入力する内容は、 日付、 時刻、 タイムスタンプ、 名前、 ア
カウント名から選択します。

 • [シリアル番号]
レコードの作成時あるいは確定時に自動で連番を生成して入力されます。 [次の値:]は開始番号で、 [増分:]は連
番を増加させる幅です。
例: [次の値:] が 「2」 で [増分:] が 「5」 であれば、最初は 「2」、その次に 「7」 が生成されます。 以降、「12」、
「17」 と続きます。
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 • [直前に参照したレコード値]
レコード生成の直前にアクセスしたレコードの、 同じフィールドの値が入力されます。

 • [データ]
ここに入力された 255 文字までのデータがそのまま入力されます。

 • [計算値]
計算式の結果が入力されます。 計算式は [指定...] ボタンをクリックして入力します。
このチェックボックスをクリックすると、 [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] がアクティブにな
ります。 これをオフにすると、 計算式が評価 （計算） されるたびに自動でデータが置き換わります。

 • [ルックアップ値]
関連レコード （5.2.4） の指定したフィールドの値がコピーされて入力されます。 関連レコードのフィールドは [指
定...] ボタンをクリックして入力します。

「どの程度」 に対応する設定内容の概要は次のとおりです。
 • [データ入力時の値変更の禁止]
オンにすると、 自動入力されたデータをユーザが直接変更できなくなります。

演習 6-2  「入力値の自動化」 フィールドオプションを設定する

フォルダ：演習6_2から4 使用ファイル： 6_演習タスク.fmp12

本演習では、 演習 6-1 で作成した 「タスク」 テーブルの各フィールドに、 [入力値の自動化] オプションを設定し
ます。
設定するオプションは、次のとおりです。 この表の No.1, 7, 9, 12 の 4 つのフィールドにオプションを設定します。
なお、 本章の演習の結果がわかりやすいように、 ハウスキーピングフィールドとして自動生成されている 「主キー」
フィールドのオプションをシリアル番号に変更します。
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No. フィールド名 タイプ [入力値の自動化] オプション
1 主キー テキスト シリアル番号

値変更禁止
2 作成情報タイムスタンプ タイムスタンプ 作成情報タイムスタンプ

値変更禁止
3 作成者 テキスト 作成者アカウント

値変更禁止
4 修正情報タイムスタンプ タイムスタンプ 修正タイムスタンプ

値変更禁止
5 修正者 テキスト 修正者アカウント

値変更禁止
6 タスク テキスト -
7 期限 日付 作成時から 7 日後の日付 （計算値自動入力）

既存値を書き換え
8 説明 テキスト -
9 ステータス テキスト 「進行中」 （データ自動入力）
10 カテゴリー テキスト -
11 完了日 日付 -
12 優先度 テキスト 「中」 （データ自動入力）

1  演習ファイルを開き、 [データベースの管理] ダイアログを開きます。

2  「タスク」 テーブルの 「主キー」 フィールドの値をシリアル番号に変更します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「タスク」 テーブルの 「主キー」 を選択し、 [タイプ] を 「数
字」 に変更します。

b. 「主キー」 フィールドを選択したまま、 [オプション...] ボタンをクリックして、 [フィールド 「主キー」
のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

c. [入力の自動化] タブが選択されていることを確認して、 次の値を設定します。 図 6.3-2 を参
考にしてください。
 • [シリアル番号] ： チェックをオン
 • [作成] ： 「作成時」 を選択
 • [次の値] ： 「1」 のまま
 • [増分] ： 「1」 のまま
 • [計算値] ： チェックをオフ
 • [データ入力時の値変更の禁止] ： チェックをオンのまま

d. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。
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3  「タスク」 テーブルの 「期限」 フィールドに 7 日後の日付が自動入力されるようにします。
a. 「期限」 フィールドを選択し、[オプション...] ボタンをクリックして、[フィールド 「期限」 のオプショ
ン] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の自動化] タブが選択されていることを確認して、 [計算値] のチェックをオンにします。
c. [計算値] の [指定...] ボタンをクリックし、 表示された計算式設定パネルで次の計算式を入力し
ます。
Get ( 日付 ) + 7

d. [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] のチェックをオフにします。
e. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

図6.3-3 「入力値の自動化」 フィールドオプションの設定

4  「タスク」 テーブルの 「ステータス」 フィールドの値の自動入力を設定します。
a. 「タスク」 テーブルの 「ステータス」 フィールドを選択し、 [オプション...] ボタンをクリックして、
[フィールド 「ステータス」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の自動化] タブが選択されていることを確認して、 次の値を設定します。
 • [データ] ： チェックをオンにして、 右に 「進行中」 と入力

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。
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5  「タスク」 テーブルの 「優先度」 フィールドの値の自動入力を設定します。
a. 「タスク」 テーブルの 「優先度」 フィールドを選択し、[オプション...] ボタンをクリックして、[フィー
ルド 「優先度」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の自動化] タブが選択されていることを確認して、 次の値を設定します。
 • [データ] ： チェックをオンにして、 右に 「中」 と入力

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

6  [OK] ボタンをクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

演習終わり

6.3.2  入力値の制限
フィールドオプションの 「入力値の制限」 機能は、 数値や文字数をある一定の範囲に制限するだけではありませ
ん。 例えば、 必ず入力が必要なフィールドを空のままにできないようにメッセージを表示することもできます。
入力値の制限は [フィールドオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブで、 フィールドごとに設定します。

図6.3-4 [フィールドオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブ

「ユーザの入力をきちんと制限しよう!」 と思ったら、 決めなければならないことがいくつかあります。 これは 「入
力値の自動化」 （6.3.1） より少し複雑です。
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（1） なにを ... どのフィールドに設定するか
（2） いつ ... 制限に合致しているかどうかをいつ評価するか

 • 常時：データ入力時に加え、 インポートやスクリプトでの値設定時も制限します
 • データ入力時のみ：ブラウズモードでユーザによって入力されるときのみ制限します

（3） どの程度 ... 制限されるべきタイミングでは、 FileMaker Pro がユーザに警告メッセージを出しますが、
[データの入力時にユーザによる上書きを許可する] がオンの場合、 その警告を無視して上書きできるように
なります。 確実に制限するには、 チェックをオフにします。

（4） どの条件で ... 具体的な制限の内容を指定します。 表 6.3-1 に示すような設定ができます。
（5） どのように ... 制限されるべきタイミングで表示される警告メッセージを指定することができます。 [制限値
以外の入力時にカスタムメッセージを表示] のチェックをオンにして、 最大 255 文字までの独自の文言を設
定します。

表6.3-1 「入力値の制限」 の設定

チェック項目 選択項目 / 設定値 入力値の必要条件

[タイプ] [数字] 数字のみ

[タイプ] [西暦 4 桁の日付] 月と日が数字で、 年が 4 桁の数字である日付 (2022/12/5 など)

[タイプ] [時刻] 時間と分が 00:00 から 23:59 までの数値である時刻

[空欄不可] - 空白のフィールドを不可とする

[ユニークな値] - 他のレコードの同じフィールドで値が重複しないようにする

[既存値] - 他のレコードの同じフィールドにすでに入力された値に一致させる

[値一覧名] 値一覧名 指定した値一覧の値に一致する

[下限値] / [上限値] - 特定の範囲内の文字 (数字、 ひらがな ・ カタカナは五十音順、 英単
語はアルファベット順、 漢字はコード順)、 数字、 日付、 また時刻

[計算式で制限] - 計算結果と一致する
[フィールドに変更があった場合のみ制限する] を選択または選択解除
してから [OK] をクリックします。

[最大文字数] - 指定した文字数を超えないようにする

[最大キロバイト数] - 特定のファイルサイズを超えないようにする (オブジェクトフィールドの
場合)

警告のメッセージに表示される内容とボタン
[制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示] のチェックをオンにして独自の文言 （カスタムメッセージ） を
設定すると、 入力が制限されるときの警告メッセージダイアログに、 標準のメッセージの代わりに表示されます。
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図6.3-5 入力値の制限による警告メッセージ

また、 [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] のチェックの有無によって、 警告メッセージダイアログ
に表示されるボタンが表 6.3-2 のように異なります。 これは、 標準の警告メッセージの場合もカスタムメッセージ
の場合も同じです。

表6.3-2 警告メッセージのボタンの振る舞い

[データの入力時にユーザによる上
書きを許可する] のチェック ボタン名 ボタンをクリックしたときの振る舞い

オン はい 現在入力されている値 （制限に違反する値） を入力

いいえ レコードは確定されずにフィールドが編集中の状態に戻る

フィールド復帰 現在の値が入力前の状態に戻る

オフ OK レコードは確定されずにフィールドが編集中の状態に戻る

フィールド復帰 現在の値が入力前の状態に戻る

演習 6-3  「入力値の制限」 フィールドオプションを設定する

フォルダ：演習6_2から4 使用ファイル： 6_演習タスク.fmp12

本演習では、 演習 6-1, 6-3 で作成した 「タスク」 テーブルの各フィールドに、 [入力値の制限] オプションを設
定します。
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設定するオプションは、次のとおりです。 この表の No.1, 6, 7, 11 の 4 つのフィールドにオプションを設定します。

No. フィールド名 タイプ [入力値の自動化] 
オプション

[入力値の制限]  
オプション

1 主キー テキスト シリアル番号
値変更禁止

空欄不可
ユニークな値

2 作成情報タイムスタンプ タイムスタンプ 作成情報タイムスタンプ
値変更禁止

西暦 4 桁の日付
空欄不可

3 作成者 テキスト 作成者アカウント
値変更禁止

空欄不可

4 修正情報タイムスタンプ タイムスタンプ 修正タイムスタンプ
値変更禁止

西暦 4 桁の日付
空欄不可

5 修正者 テキスト 修正者アカウント
値変更禁止

空欄不可

6 タスク テキスト - 最大 20 文字
上書き許可

7 期限 日付 作成時から 7 日後の日付
（計算値自動入力）
既存値を書き換え

西暦 4 桁の日付
過去の日付は不可 （計算
式で制限）

8 説明 テキスト - -
9 ステータス テキスト 「進行中」 （データ自動入力） -
10 カテゴリー テキスト - -
11 完了日 日付 - 西暦 4 桁の日付
12 優先度 テキスト 「中」 （データ自動入力） -

1  演習ファイルを開き、 [データベースの管理] ダイアログを開きます。

2  「タスク」 テーブルの 「主キー」 フィールドに [入力値の制限] オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「タスク」 テーブルの 「主キー」 フィールドを選択し、[オプショ
ン...] ボタンをクリックして、 [フィールド 「主キー」 のオプション] ダイアログが表示されることを
確認します。

b. [入力の制限] タブを選択し、 次の設定をします。
 • [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] ： チェックをオフ
 • [必要条件:] > [空欄不可] ： チェックをオン
 • [必要条件:] >  [ユニークな値] ： チェックをオン

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

3  「タスク」 テーブルの 「タスク」 フィールドに [入力値の制限] オプションを設定します。
a. 「タスク」 テーブルの 「タスク」 フィールドを選択し、[オプション...] ボタンをクリックして、[フィー
ルド 「タスク」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の制限] タブを選択し、 次の設定をします。 図 6.3-4 を参考にしてください。
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 • [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] ： チェックをオン
 • [必要条件:] > [最大文字数] ： 値 「20」 を設定
 • [必要条件:] > [制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示] ： チェックをオンにし、
「タスク名は簡潔に 20 文字以内で入力してください。」 と入力

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

4  「タスク」 テーブルの 「期限」 フィールドに [入力値の制限] オプションを設定します。
a. 「タスク」 テーブルの 「期限」 フィールドを選択し、 [オプション...] ボタンをクリックして、 [フィー
ルド 「期限」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の制限] タブを選択し、 次の設定をします。 （図 6.3-6）
 • [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] ： チェックをオフ
 • [必要条件:] > [タイプ] ： チェックをオンにし、 [西暦 4 桁の日付] を選択
 • [必要条件:] > [計算式で制限] ： チェックをオンにし、 [指定...] ボタンをクリックして次の
計算式を入力
期限 ≧ Get (日付)

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

図6.3-6 「入力値の制限」 フィールドオプションの設定
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5  「タスク」 テーブルの 「完了日」 フィールドに [入力値の制限] オプションを設定します。
a. 「タスク」 テーブルの 「完了日」 フィールドを選択し、[オプション...] ボタンをクリックして、[フィー
ルド 「完了日」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認します。

b. [入力の制限] タブを選択し、 次の設定をします。
 • [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] ： チェックをオフ
 • [必要条件:] > [タイプ] ： チェックをオンにし、 [西暦 4 桁の日付] を選択
 • [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

6  [OK] ボタンをクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。
演習終わり

6.3.3  データの格納
フィールドには入力されたデータが 「格納」 されています。 フィールドは通常、 入力されたデータをレコードごと
に格納しますが、 グローバル格納を使用するフィールドは、 カスタム App ファイル内のすべてのレコードで共通に
使用される単一の値を格納します。
グローバル格納を使用するフィールドは、 [フィールドオプション] ダイアログの [データの格納] タブで設定します。

図6.3-7 [フィールドオプション] ダイアログの [データの格納] タブ

グローバル格納を使用するフィールド
グローバル格納を使用するフィールド （「グローバルフィールド」 とも呼びます） に入力されたデータは、 カスタ
ム App 内のすべてのレコードで共有されます。 集計タイプ以外のすべてのタイプのフィールドを、 グローバルフィー
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ルドとして設定することができます。 グローバルフィールドが定義されているテーブルと非関連のテーブル （7.1）
からも値を参照することができます。
グローバルフィールドの使いどころは、 例えば次のようにさまざまです。

 • 自社名などすべてのレイアウトで共通に利用するデータを保存する
 • ユーザが選択した値を一時的に格納し、 スクリプトで処理する
 • ポータル （8.2.1） や一覧を絞り込むための条件を保存する

グローバル格納を使用するフィールドについて詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 を参
照してください。

オブジェクトデータの外部保存
オブジェクトタイプ （3.2.2） のフィールドに入力されたデータは、 通常、 フィールドに埋め込まれてカスタム 
App ファイル内に保存されますが、 フィールドオプションでデータを外部に保存するように設定することができます。
オブジェクトタイプのフィールドは、 画像やドキュメントなどサイズの大きいデータが入力されますが、 このオプショ
ンを使ってデータを外部に保存することにより、 カスタム App ファイルが肥大せず、 効率の良いバックアップや共
有が可能となります。
オブジェクトフィールドのデータを外部に保存するには、 [フィールドオプション] ダイアログの [データの格納] タブ
で設定します （オブジェクトフィールドの場合、 [データの格納] タブの表示内容が変わります）。

図6.3-8 オブジェクトフィールドに対する [データの格納] タブ

外部に格納されたデータは、 デフォルトで暗号化されます （セキュア格納） が、 暗号化せずにそのまま格納する
こともできます （オープン格納）。
オブジェクトデータの外部格納する場合について詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 を参
照してください。



第6章　データベースの作成
　フィールドオプション　

157

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

索引設定
フィールドオプション [データの格納] タブでは、 フィールドに保存された値あるいは単語に対する索引の設定方
法を指定することができます。
索引を設定すると、 検索や関連レコードの取得を高速化することができますが、 ファイルサイズが大きくなります。
通常は、 デフォルトの設定 （索引設定：なし、 [必要時に索引を自動設定] をオン） のままで大丈夫です。
詳しくは、「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 あるいは FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

繰り返しフィールド

繰り返しフィールドは、1 つのフィールドに複数のデータを保存する仕組みです。 フィールドオプションの [データの格納] 
タブで設定することができます。
繰り返しフィールドについては、 「Claris FileMaker ガイドブック」 シリーズでは取り扱いません。 詳しくは、
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

6.3.4  ふりがな
FileMaker Pro は多言語に対応しており、 各言語でカスタム App を共有して使用することができます。
特に日本語については、日本語特有の文字 （ひらがな、カタカナ） や和暦を扱うための FileMaker 関数 （10.1.1）
が用意されているだけでなく、 あるフィールドに入力された日本語テキストのふりがなを別のフィールドに入力する
オプション （ふりがなオプション） を利用することができます。
ふりがなオプションは、 [フィールドオプション] ダイアログの [ふりがな] タブで設定します。

図6.3-9 [フィールドオプション] ダイアログの [ふりがな] タブ
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[ふりがな] タブでは、 オプションを設定したフィールドに入力された日本語文字列のふりがなを自動入力する
フィールドを指定します。 ふりがなの形式は、 入力モードそのまま、 ひらがな、 全角カタカナ、 全角ローマ字、 半
角カタカナ、 半角ローマ字から選択することができます。

FileMaker Pro における日本語のための機能 （ふりがな、 日付）

FileMaker Pro には日本語に配慮した機能がいくつかあります。
上の 「ふりがな」 機能はその一つです。 他には、日付タイプのフィールドでの西暦、和暦の取り扱いがあります。 例えば、
日付タイプフィールドに 「S45」 と入力すると、 自動的に 「1970 年」 と判断してくれます。 また、 検索条件として和暦、
西暦のどちらを入力しても、 このような判断がされます。 曜日についても、 「火」 あるいは 「火曜日」 と入力すると火曜
日の日付を検索するなど、 さまざまな配慮がなされています。

演習 6-4  「ふりがな」 フィールドオプションを設定する

フォルダ：演習6_2から4 使用ファイル： 6_演習タスク.fmp12

本演習では、 「担当者」 テーブルの 「姓」 および 「名」 フィールドに、 ふりがなオプションを設定します。

1  演習ファイルを開き、 [データベースの管理] ダイアログを開きます。

2  「担当者」 テーブルの 「姓」 フィールドに [ふりがな] オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「担当者」 テーブルの 「姓」 フィールドを選択し、 [オプショ
ン...] ボタンをクリックして、 [フィールド 「姓」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認
します。

b. [ふりがな] タブを選択し、 次の設定をします。
 • [ふりがなフィールドを使用する] ： チェックをオン
 • [ふりがなを入力するフィールド] ： 「姓ふりがな」 を選択
 • [ふりがなの形式] ：  「ひらがな」 を選択

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

3  同様に、 「担当者」 テーブルの 「名」 フィールドに [ふりがな] オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「担当者」 テーブルの 「名」 フィールドを選択し、 [オプショ
ン...] ボタンをクリックして、 [フィールド 「名」 のオプション] ダイアログが表示されることを確認
します。

b. [ふりがな] タブを選択し、 次の設定をします。
 • [ふりがなフィールドを使用する] ： チェックをオン
 • [ふりがなを入力するフィールド] ： 「名ふりがな」 を選択
 • [ふりがなの形式] ：  「ひらがな」 を選択

c. [OK] をクリックしてフィールドオプション設定ダイアログを閉じます。

4  [OK] ボタンをクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。
演習終わり
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6.4 インポートによるレコードの作成
データベースの定義が終わったら、 次にデータベースにデータ （レコード） を登録します。 レコードを 1 件 1 件
手作業で作成していくこともできますが、 既にデータファイルがある場合にはそれをインポートすることによってレ
コードを一括登録することができます。
インポートするデータをソースあるいはソースファイルといいます。 また、 インポート先の FileMaker Pro のファ
イルをターゲットあるいはターゲットファイル、 テーブルをターゲットテーブル、 フィールドをターゲットフィールドと
呼びます。
FileMaker Pro データベースにインポート可能なソースファイルの形式は、 2.7 節を参照してください。
FileMaker Pro のデータベースにデータをインポートするには、 次の 3 つの方法があります。

 • 方法 1 : メニューからインポートする
[ファイル] メニューの [レコードのインポート] > [ファイル...] でソースファイルを指定します。

 • 方法 2 : メニューからデータファイルを開く
[ファイル] メニューの [開く...] でソースファイルを開きます。 このとき、 新しくテーブルが作成され、 データが
インポートされます。

 • 方法 3 : スクリプトでインポートする
[レコードのインポート] スクリプトステップを使います。

方法 1 でインポートする場合、 [インポート順の指定] ダイアログ （図 6.4-1） を使ってインポート方法を指定し
ます。 詳しい操作方法は、 演習 6-5 を参照してください。

図6.4-1 [インポート順の指定] ダイアログ
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6.4.1  インポートの種類
2.7.1 でも触れましたが、 カスタム App ファイルへのデータのインポートには、 次の 3 種類があります。
（1） ファイルに新しいレコードを追加する （追加）
（2） ファイル内の一致するレコードを更新する （更新）
（3） ファイル内の既存のレコードを置換する （置換）

(1) の 「追加」 の場合は、 ソースファイルのデータに対して新しいレコードが作成されて追加されます。 ターゲッ
トファイルに既にレコードがある場合は、 その後に新しいレコードとして追加されます。 これは、 例えば、 カスタム 
App の外で記録されている売上情報を毎日カスタム App に取り込むような場合に便利です。
(2) の 「更新」 の場合は、 指定した照合フィールドの値が一致するターゲットファイルのレコードが、 ソースファ
イルのデータで更新されます。 これは、 例えば、 サーバーで共有していないカスタム App のデータを出張中に別
のパソコンで更新し、 出張後にオフィスのパソコン上のカスタム App に更新を反映する際などに利用できます。
(3) の 「置換」 の場合は、 ソースファイルからインポートしたデータによってターゲットファイル内の既存のレコー
ドが、 同じ順番で置き換わります。 このため、 ソースファイルのデータ数とターゲットファイル内の既存レコード数が
異なる場合、 注意が必要です。

6.4.2  インポートとフィールド
FileMaker Pro のデータベースに外部からデータをインポートする場合 （2.7.1）、 原則として 1 回に 1 テーブ
ルに対して 1 データファイルのデータをインポートすることができます。 関連レコード （7.1） を一緒にインポートす
ることはできません。
インポート実行に先立って、 どのテーブルのどのフィールドにどのデータをインポートするかを指定する必要があり
ます。 このとき、 ターゲットテーブルのフィールドタイプ （3.2.2） によって、 インポートできるかどうかについて次
のような違いがあるので注意してください。

 • テキスト、 数字、 日付、 時刻、 タイムスタンプ
原則としてインポート可能ですが、 フィールドオプション （入力値の制限） の設定内容によってはインポートでき
ない場合があります。

 • 計算、 集計
インポートはできません。

 • オブジェクト
インポート可能です。

インポートとフィールドオプション
ターゲットテーブルのフィールドに入力値の自動化オプション （6.3.1） が設定されている場合は、インポートによっ
て作成されたレコードに対して入力値の自動化が実行されます。
入力値の自動化オプションを実行したくない場合は、 [インポート順の指定] ダイアログにおいて個別のフィールド
あるいはすべてのフィールドに対して実行しない設定をすることができます。
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6.4.3  インポート作業の前後の注意点
インポート作業を実施する場合、 その前後に注意すべき点があります。

インポート前 ： 必ずバックアップ
インポートでは、 レコードが新規作成されたり、 既存のレコードが書き換えられたりします。 元に戻すことはでき
ないので、 必ずバックアップファイル （2.5.1） を作成してからインポートします。

インポート後 ： 必ず結果を確認
インポートするソースファイルのデータに不備があったり、ターゲットファイルのレコードの状態やフィールドオプショ
ンの設定によっては、取り込まれないデータが発生します。 取り込まれなかったことを 「スキップされた」 といいます。
スキップされたデータには、 次の 2 種類があります。

 • 追加あるいは更新できなかったレコード
 • 追加あるいは更新できなかったフィールド

インポートの結果は、 インポート処理後に表示される [インポートの概要] ダイアログで確認することができます。
インポート後には、 取り込まれるはずだったデータの件数と実際に取り込まれたレコードの件数、 スキップされたレ
コードの数、 スキップされたフィールドの数を必ず確認します。
[インポートの概要] ダイアログに表示される情報は見逃されがちですが、 とても重要です。 [OK] をクリックして
このダイアログを閉じると再度表示できません。 必ず、 しっかりと確認してください。

図6.4-2 [インポートの概要] ダイアログ

スキップされたレコードあるいはフィールドがあったら、 その原因を探って解決します。 場合によっては、 もう一
度インポートをやり直す必要があるかもしれません。 そのときに、 インポート前に作成したバックアップファイルがと
ても役に立ちます。

インポートと対象レコード
インポート後に対象レコードがどうなっているかは重要です。
インポート直後は、原則として、追加されたレコード、更新されたレコードだけが対象レコードとなります。 インポー
ト直後にレコードを操作する場合は、 対象レコードがそれで良いかどうかを確認してください。
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演習 6-5  データファイルからインポートする

フォルダ：演習6_5 使用ファイル： 6_顧客名簿.fmp12、 タスクインポート.csv

本演習では、 演習 6-4 で作成した 「タスク」 テーブルに CSV 形式のソースファイルからレコードをインポート
します。
ソースファイル 「タスクインポート.csv」 には、データが 30 件入っています。 1 行目は項目名で、2 行目からデー
タが入っています。

図6.4-3 ソースファイルの中身

演習ファイルの 「タスク」 テーブルにはあらかじめ、32 件のレコードが入力されています。 この状態で、ソースファ
イルから新たにレコードを追加します。

1  現在の 「タスク」 テーブルの内容を確認します。
a. 演習ファイルを開いて、 「タスク」 レイアウトで表形式 （2.3.2） に切り替えます。
b. すべてのレコードを表示します。
c. 最後のレコードの 「主キー」 フィールドの値が 「32」 であることを確認します。

図6.4-4 最後のレコードの 「主キー」 フィールドの内容を確認

2  インポートするファイル （ソースファイル） を指定します。
a. [ファイル] メニューの [レコードのインポート] > [ファイル...] を選択します。
b. インポートするファイルを指定するダイアログで、 [表示:] を 「コンマ区切り値」 に切り替えます。
c. 「タスクインポート.csv」 を選択して [開く] ボタンをクリックします。
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図6.4-5 インポートするファイルを指定

d. [インポート順の指定] ダイアログが表示されることを確認します。

3  [インポート順の指定] ダイアログでインポート方法を設定します。 （図 6.4-6）
a. ダイアログ上部の [ソース] と [ターゲット] の下に表示された吹き出し （一度閉じてしまった場
合は、 [ソース] と [ターゲット] の間の矢印をクリックしてください） で 「追加」 を選択します。

図6.4-6 設定後の [インポート順の指定] ダイアログ

b. ダイアログ左上部の [<] [>] をクリックして、 ソースファイルの内容が下に表示されることを確認
します。

c. ダイアログ左上部の [<] [>] の右側の表示が 「1/31」 （「31 件中の 1 件目」 という意味です）
になっていない場合は、 [<] [>] のいずれかをクリックして 「1/31」 にします。



第6章　データベースの作成
　インポートによるレコードの作成　

164

d. 今回のソースファイルの1 行目は項目名なので、 ポップアップメニューから [フィールド名として使
用] を選択します。

e. ダイアログ中央の [マッピング] の両側のフィールド名が一致していることを確認します。
なお、 ソースファイルとターゲットテーブルのフィールド順が異なる場合は、 [ターゲットフィールド] 
のフィールド名をクリックすると、 他のフィールドを指定することができます。

f. ダイアログ右上のポップアップメニューが 「照合名順」 になっていない場合は、 「照合名順」 に
変更します。

g. 他の設定はそのままにしておきます。
h. （任意） ダイアログ右下の [インポート中にフィールドに対して入力値の自動化オプションを実行] 
をチェックし、 左側の歯車アイコンをクリックすると、 フィールドごとに入力値の自動化オプション
の設定ができます。 今回は、 このままにしておきます。 （図 6.4-7）

図6.4-7 [インポート順の指定] ダイアログでの入力値の自動化オプション設定

4  インポートを実行して結果を確認します。
a. [インポート順の指定] ダイアログの [インポート] ボタンをクリックします。
b. インポート処理が終了して [インポートの概要] ダイアログが表示されることを確認します。
c. この演習では、 エラーのためスキップされたデータもなく、 30 件のレコードがインポートされた
ことを確認します。 （図 6.4-2）

d. [OK] をクリックして [インポートの概要] ダイアログを閉じます。
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5  データベースの内容を確認します。
a. 「確認用タスク」 レイアウトの最後のレコードの 「主キー」 フィールドの内容を確認します。
b. 最後のレコードの 「主キー」 フィールドの値が 「62」 であることを確認します。
上記ステップ (1) では 「32」 だったので、 30 件のレコードが追加されたことがわかります。
なお、 「主キー」 フィールドのデータはインポート対象外であるにも関わらず、 既存のレコードから
の連番が入力されているのは、 「主キー」 フィールドの入力値の自動化オプションが働いているため
です。

c. インポートされた 30 件が対象レコードとして表示され、 インポート前のレコードは対象外となっ
ていることを確認します。

図6.4-8 最後のレコードの 「主キー」 フィールドの内容を確認 （インポート後）

演習終わり
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第7章 データとリレーションシップ

本章では、 データベースのテーブル間のリレーションシップについて掘り下げていきます。 リレーションシップを使
うことによって、 スプレッドシートのような単純な 1 つのテーブルでデータを管理するのではなく、 目的に応じて複
数のテーブルを関連付けてデータを効率的に操作できるようになります。
また、 FileMaker Pro において、 データベースと画面 （レイアウト） とを結びつける重要な概念 「テーブルオカ
レンス」 について説明し、 テーブルオカレンスとレイアウトとの関係を概観します。

7.1 リレーションシップ （関連）
リレーショナルデータベースでは、 複数のテーブルを関連付けて取り扱います。 これによって、 1 つのテーブル内
のデータだけでなく、 目的に応じて、 別のテーブルのデータも一緒に、 ひとまとまりのデータとして取り扱うことが
できるようになります。
例えば、 5.2 節で取り扱った果物屋さんの 「売上管理」 カスタム App のデータベースでは、 「明細」 テーブル
に 「外部キー」 フィールドを用意して 「伝票」 テーブルの 「主キー」 の値を入力することにより、 「伝票」 テーブ
ルと 「明細」 テーブルを関連付けました。 これによって、 1 回の売上に含まれる可変個の 「買われた果物」 を 1 
つの売上伝票から確認することができるようになりました。

図7.1-1 「明細」 テーブルの 「外部キー」 フィールド

このように 2 つのテーブルを関連付けることをリレーションシップ （関連） を定義する、 といいます。 リレーショ
ンシップが定義された状態で、 現在のテーブル （上記例では 「伝票」 テーブル） からアクセスできるテーブル （上
記例では 「明細」 テーブル） を関連テーブルといいます。 また、関連テーブルに対して現在のテーブルは、ソーステー
ブルと呼びます。
リレーションシップは、 2 つのテーブルのフィールド間に指定された条件を満足するときに成立します。 このフィー
ルドを照合フィールドと呼びます。 上記の例では、 ソーステーブルの照合フィールドは 「主キー」、 関連テーブルの
照合フィールドは 「外部キー」 で、 照合条件は 「共通の値 （=）」 であることです。
関連テーブルのレコードがリレーションシップの定義による照合の結果、 条件に合致している場合に、 そのレコー
ドを関連レコードと呼びます。 つまり、 関連テーブルのすべてのレコードが必ず関連レコードになるわけではありま
せん。
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なお、 ソーステーブルに対してリレーションシップが定義されていないテーブルを非関連テーブルと呼びます。

リレーションシップ （関連） の種類
リレーションシップ、 すなわち、 2 つのテーブル間の関係には、 「1 対多」 「多対多」 「1 対 1」 という 3 種類が
あります。
最もよく使うのは 「1 対多」 の関係です。 「多対多」 については、「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」
で詳しく確認しますが、 本書の演習でも利用しています （演習 11-7 参照）。

 • 1 対多
1 つのテーブルの 1 レコードに対して、 別テーブルの複数のレコードが関連付けられるリレーションシップです。
お客様と伝票の関係、 商品と売上明細の関係、 伝票と売上明細の関係などが 1 対多の関係です。

 • 多対多
1 つのテーブルの複数レコードが別テーブルの複数のレコードと関連付けられるリレーションシップです。 例え
ば、 伝票と商品 （1 つの伝票は複数の商品に関連付けられ、 かつ、 1 つの商品は複数の伝票に関連付けられ
る）、 映画と俳優 （1 つの映画は複数の俳優に関連付けられ、 かつ、 1 人の俳優は複数の映画に関連付けられ
る） などがこの関係になります。

 • 1 対 1
2 つのテーブルのレコードが必ず 1 対 1 対応するリレーションシップです。 このようなレコードは多くの場合、 2 
つのテーブルに分けず 1 つのテーブルのレコードしてまとめることができますが、 管理する項目の性質の違いな
どからテーブルを分けることがあります。 特殊な場合に使うと考えてください。

7.1.1  リレーションシップグラフ
FileMaker Pro において、 データベースのテーブルにリレーションシップを定義するための照合フィールドを用
意しただけでは、 レイアウトやスクリプトで関連レコードを参照したり編集したりすることはできません。 目的に応じ
て、 必要な範囲のテーブル間にリレーションシップを定義する必要があります。
FileMaker Pro でリレーションシップを定義 （作成）、表示、変更するには、リレーションシップグラフを使用します。
リレーションシップグラフは、 [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブで表示し、 編集する
ことができます。
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図7.1-2 [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブ

リレーションシップグラフ上の各ボックスは、 テーブルオカレンス （7.1.4） を表しています。 このテーブルオカレ
ンス間の関連を設定することによってリレーションシップを定義します。
FileMaker Pro でデータベースにテーブルを作成すると、 自動的に同じ名前のテーブルオカレンスが 1 つずつ
作成され、 リレーションシップグラフに表示されます。 [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タ
ブでは、 このテーブルオカレンスをそのまま、 あるいはコピー、 あるいは新規作成して使用することができます。

リレーションシップの作成
リレーションシップは次の手順で作成します。
（1） [ファイル] メニューから [管理] > [データベース...] を選択し、 [リレーションシップ] タブを選択
（2） リレーションシップを定義する 2 つのテーブルオカレンスを決定
（3） 一方のテーブルの照合フィールドを他方のテーブルの照合フィールドにドラッグ & ドロップ
（4） テーブルオカレンス間に作成された関連 （ボックスあるいは線） をダブルクリックして [リレーションシップ編
集] ダイアログを表示

（5） [リレーションシップ編集] ダイアログで、 定義したい内容に従って各項目を編集

カスタム App の作成中は、 新しくリレーションシップを作りたくなったり、 現在のリレーションシップの内容を確
認したくなったりすることが頻繁に起こります。 リレーションシップグラフをすぐに表示できるようになると作業の効
率が上がります。 ショートカットやメニュー、 いくつかのコマンドボタンが用意されていますので活用してください。
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7.1.2  [リレーションシップ編集] ダイアログ
リレーションシップグラフ上の 2 つのテーブルオカレンス （7.1.4） 間の関連 （ボックスあるいは線） をダブルクリッ
クすると、 [リレーションシップ編集] ダイアログが表示されます。 このダイアログでは、 リレーションシップの照合条
件を定義・編集するだけでなく、 このリレーションシップを使った関連レコードの操作内容を指定することができます。

図7.1-3 [リレーションシップ編集] ダイアログ

2 つのテーブル （テーブルオカレンス） の照合フィールドの間には、照合条件の演算子が表示されます。 このポッ
プアップメニューをクリックして他の演算子を指定することもできます。
[追加] ボタンをクリックすると、 別の新しい照合条件を作成することができます。 これによって、 1 つのリレーショ
ンシップを構成する複数の照合条件を定義することができます。
照合フィールドと照合条件について詳しくは、 次の 7.1.3 節を参照してください。
この他、[リレーションシップ編集] ダイアログではリレーションシップを使った関連レコードの自動作成、 削除、 ソー
トを設定することができます。 これらは、設定することによって何が起きるかを必ず確認した上で、設定してください。

 • [このリレーションシップを使用して、 このテーブルでのレコードの作成を許可]
現在のテーブルの関連フィールドにデータを入力したとき、そのデータに基づいて新しい関連レコードが関連テー
ブルに作成されます。

 • [他のテーブルでレコードが削除された時、 このテーブルの関連レコードを削除]
現在のテーブルのレコードが削除されたとき、 その関連レコードも削除されます。
※ 削除を実行するレイアウトに関連レコードが表示されていなくても削除は実行されるので、 注意が必要です。
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 • [レコードのソート]
このリレーションにおいて関連レコードをソートする順序を指定します。 例えば、 現在のテーブルのレイアウトに
関連レコードを表示する際の順序を指定することができます。 設定しなければ、 レコード作成順で表示されます。

上記 3 つのオプションは、 [リレーションシップ編集] ダイアログ上に 2 つずつあります。 これは、 ダイアログの
左側に表示されているテーブルオカレンスと右側に表示されているテーブルオカレンスそれぞれに対して、 オプショ
ンを設定するためです。
例えば、 「タスク」 テーブルオカレンスと 「添付ファイル」 テーブルオカレンス間にリレーションシップが定義され
ているとき、 「タスク」 のレコードを削除したときに 「添付ファイル」 の関連レコードも削除するようにしたい場合は、
「添付ファイル」 テーブルオカレンスの下の [他のテーブルでレコードが削除された時、 このテーブルの関連レコー
ドを削除] をオンにします。

7.1.3  照合フィールドとリレーションシップの条件
リレーションシップを定義する照合フィールドには、 テキスト、 数字、 日付、 時刻、 タイムスタンプのフィールドタ
イプと、 これらの結果タイプが指定されている計算タイプのフィールド、 グローバルフィールド （6.3.3） を指定する
ことができます。
リレーションシップは、 ソーステーブルの 1 つのフィールドに対して、 相手先テーブル （関連テーブル） の 1 つ
のフィールドとの照合の条件を指定します。 リレーションシップの照合条件は、 照合フィールド間が 「=」 （等しい）
であるだけでなく、 次の 7 種類の演算子を使って定義することができます。 この演算子を変更することで照合の条
件が変わり、 関連レコードも変わります。

 – = （等しい）
 – ≠ （等しくない）
 – < （小さい）
 – ≦ (小さいか等しい）
 – > （大きい）
 – ≧ （大きいか等しい）
 – X （すべて （デカルト積））

例として、 「テーブル A」 と 「テーブル B」 があったとき、 2 つのテーブル間のリレーションシップを次のように
定義することができます。

テキストフィールド A = テキストフィールド B

図7.1-4 照合条件 「=」 のリレーションシップ
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照合フィールドは、「テーブル A」 の 「テキストフィールド A」 と 「テーブル B」 の 「テキストフィールド B」 です。
この場合、 「テーブル A」 のあるレコード a の 「テキストフィールド A」 と 「テーブル B」 のレコード b の 「テ
キストフィールド B」 の値が等しい （=） 場合にのみ、 2 つのレコード a, b 間にリレーションシップが成立します。
つまり、 レコード a の 「テキストフィールド A」 の値が 「青」、 レコード b の 「テキストフィールド B」 の値が
同じ 「青」 であれば、 リレーションシップが成立し、 レコード b はレコード a の関連レコードとなりますが、 「テキ
ストフィールド B」 の値が 「赤」 であれば関連レコードとはなりません。
複数の条件を指定することもできます。 複数の条件を指定した場合は、すべての条件を満足する場合にリレーショ
ンシップが成立します。
例えば、 「テーブル A」 「テーブル B」 の 2 つのテーブル間のリレーションシップを次のように定義することがで
きます。

テキストフィールド A = テキストフィールド B
数字フィールド A = 数字フィールド B

図7.1-5 複数の照合条件によるリレーションシップ

照合フィールドは、「テーブル A」 の 「テキストフィールド A」 と 「テーブル B」 の 「テキストフィールド B」、そして、
「テーブル A」 の 「数字フィールド A」 と 「テーブル B」 の 「数字フィールド B」 です。
この場合、 「テーブル A」 のあるレコード a の 「テキストフィールド A」 と 「テーブル B」 のレコード b の 「テ
キストフィールド B」 の値が等しく （=）、かつ、「テーブル A」 のレコード a の 「数字フィールド A」 と 「テーブル B」
のレコード b の 「数字フィールド B」 の値が等しい （=） 場合にのみ、 2 つのレコード a, b 間にリレーションシッ
プが成立します。
以下の例では、 「テーブル A」 のレコード a に対して、 「テーブル B」 のレコード b1 および b4 が関連レコード、
レコード b2 および b3 は非関連レコードです。

テーブル A テキストフィールド A 数字フィールド A

レコード a 青 123

テーブル B テキストフィールド B 数字フィールド B 関連レコードか？

レコード b1 青 123 はい

レコード b2 赤 123 いいえ

レコード b3 青 456 いいえ

レコード b4 青 123 はい



第7章　データとリレーションシップ
　リレーションシップ （関連）　

173

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

7.1.4  テーブルオカレンス
テーブルオカレンス （TO） は、 データベースに定義されているテーブル （実体テーブル） に対する、 リレーショ
ンシップグラフ上の仮想的なテーブルです。 リレーションシップグラフ上に表示されている箱はすべて、 テーブルオ
カレンスです。
テーブルオカレンスと実体テーブルには、 次のような関係があります。

 • 1 つの実体テーブルについて、 テーブルオカレンスを複数作成できる
 • 1 つのテーブルオカレンスに関係付けられる実体テーブルは常に 1 つのみ

テーブルオカレンスは、 1 つの実体テーブルに対して複数個作成することができます。 これによって、 1 つの実体
テーブルに関連して複数の異なるリレーションシップ （関連） を作成するときに、 それぞれに対して異なるテーブル
オカレンスを使用することができます。
テーブルオカレンスの名前は、 作成した直後には実体テーブルと同じ名前、 あるいは、 実体テーブルの名前＋
数字からなる名前が設定されますが、 後で自由に変更することができます。 ただし、 同じ名前のテーブルオカレン
スを複数個作成することはできません。
相互にリレーションシップが定義された複数のテーブルオカレンスの集合を、テーブルオカレンスグループ （TOG）
と呼びます。 テーブルオカレンスグループは、 用途に応じて、 一つのカスタム App の中にいくつでも作成すること
ができます。

図7.1-6 テーブルオカレンスとテーブルオカレンスグループ
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演習 7-1  定義済みのリレーションシップを確認する

フォルダ：演習7_1から4 使用ファイル： 7_タスク.fmp12

この演習では、 演習ファイルのデータベースに定義されているリレーションシップを確認します。
演習ファイルは 「タスク」 を管理するためのカスタム App です。 演習 6-1 ～ 6.4 でデータベースの一部を作
成しましたが、 ここで使用する演習ファイルはもう少し作り込まれています。
このデータベースがどのような構造になっているか、 確認しましょう。

図7.1-7 「タスク管理」 カスタム App

1  [ファイル] メニューから [管理] > [データベース...] を選択して [データベースの管理] ダイアログを表示
します。

2  データベースに定義されているテーブルを確認します。 （図 7.1-8）
a. [データベースの管理] ダイアログの [テーブル] タブを選択します。
b. 「タスク」 「添付ファイル」 「担当者」 「割り当て」 という 4 つのテーブルが定義されていること
を確認します。
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図7.1-8 「タスク管理」 App のテーブル

3  定義されているリレーションシップを確認します。 （図 7.1-9）
a. [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを選択します。
b. 「タスク」 「添付ファイル」 「割り当て」 「担当者」 という 4 つのテーブルオカレンスが配置され
ていることを確認します。

c. 「タスク」 テーブルオカレンスが基準となるテーブルオカレンス （コンテキスト） となっていること
を確認します。

図7.1-9 「タスク管理」 App のリレーションシップ
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4  「タスク」 テーブルオカレンスと 「添付ファイル」 テーブルオカレンス間に定義されているリレーションシッ
プを確認します。 （図 7.1-10）
a. 「タスク」 と 「添付ファイル」 間の箱あるいは線をダブルクリックして [リレーションシップ編集] 
ダイアログを表示します。

b. [リレーションシップ編集] ダイアログで、 「タスク」 の 「主キー」 フィールドと 「添付ファイル」
の 「外部キー」 フィールドが照合フィールドとして指定され、照合条件 「=」 （等しい） でリレーショ
ンシップが定義されていることを確認します。

c. 「添付ファイル」 テーブルオカレンスに [このリレーションシップを使用して、 このテーブルでのレ
コードの作成を許可] オプションがオンになっていることを確認します。

図7.1-10 「タスク管理」 App の照合条件

演習終わり



第7章　データとリレーションシップ
　リレーションシップ （関連）　

177

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

演習 7-2  新規レコード作成時の関連レコード自動生成を確認する

フォルダ：演習7_1から4 使用ファイル： 7_タスク.fmp12

この演習では、 演習 7-1 でリレーションシップを確認した演習ファイル （「タスク管理」 App） を使って、 リレー
ションシップを使った関連レコードの作成を確認します。
演習ファイルのリレーションシップグラフでは、 「添付ファイル」 テーブルオカレンスに [このリレーションシップを
使用して、このテーブルでのレコードの作成を許可] オプションがオンになっていました。 これにより、「タスク」 テー
ブルに新規にレコードを作成したときに関連レコードが自動生成されることを確認します。

1  各テーブルの最初のレコード数を確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて、 [テーブル] タブを選択します。
b. 「タスク」 テーブルと 「添付ファイル」 テーブルのレコード数を確認します。 （図 7.1-8）

2  「タスク」 テーブルのレコードを 1 件追加します。
a. [タスク詳細] レイアウトに切り替えます。
b. ステータスツールバーの [新規レコード] をクリックします。
c. レコード数の表示が 1 増えたことを確認します。
d. レイアウト上の各フィールドに次の値を入力あるいは選択します。

 • 「タスク」 ： 「ファイルメーカー」
 • 「期限」 ： 本日から 1 カ月後の日付
 • 「ステータス」 ： 「進行中」 を
 • 「完了日」 ： 空白のまま
 • 「カテゴリー」 「優先度」 「説明」 は任意に入力してください。

e. 「添付ファイル」 を入力します。
 • 演習フォルダ内の 「添付用ファイル」 フォルダから 「PDF ファイル見本.pdf」 をドラッグして、
レイアウト上のクリップマーク辺りにドロップしてください。
 • 「説明」 ： 「パンフレット例」

3  関連レコードが自動生成されていることを確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて、 [テーブル] タブを選択します。
b. 「タスク」 テーブルだけでなく、 「添付ファイル」 テーブルもレコードが 1 件増加していることを
確認します。
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図7.1-11 関連レコードの自動生成を確認

演習終わり

演習 7-3  リレーションシップによる関連レコードの自動生成を確認する

フォルダ：演習7_1から4 使用ファイル： 7_タスク.fmp12

演習 7-2 では、演習 7-1 でリレーションシップを確認した演習ファイル （「タスク管理」 App） において、レコー
ドの新規作成時にリレーションシップを使って関連レコードが作成されることを確認しました。
この演習では、同じく 「タスク管理」 App を使用して、既存のレコードからリレーションシップを使って関連レコー
ドを作成します。
「タスク詳細」 レイアウトの 「添付ファイル」 フィールドは、「タスク」 テーブルの関連テーブルである 「添付ファイル」
テーブルのレコードを参照するもので、 複数の 「添付ファイル」 レコードを表示できるようになっています。 このレ
イアウトオブジェクトをポータル （8.2.1） といいます。
このデータベースには、 「タスク」 と 「添付ファイル」 の 2 つのテーブルオカレンス間にリレーションシップが定
義されています。 これによって、 「タスク詳細」 レイアウトの 「添付ファイル」 フィールドにデータを入力すると、 「添
付ファイル」 テーブルにレコードが自動生成されることを確認しましょう。
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1  FileMaker Pro のウインドウをもう一つ表示して、 「添付ファイル」 テーブルのレコードを確認できるよ
うにします。
a. [タスク詳細] レイアウトで [ウインドウ] メニューの [新規ウインドウ] を選択します。

図7.1-12 新規ウインドウの表示

b. 元のウインドウ名に 「-2」 が付いたウインドウが表示されることを確認します。
c. 表示された新しい FileMaker Pro ウインドウを元のウインドウの横あるいは縦の見やすい位置
に並べます。

d. 新しいウインドウのレイアウトを 「確認用添付ファイル」 に切り替えます。
「確認用添付ファイル」 レイアウトは、 レイアウトバーの [レイアウト] で 「データ確認用」 をクリック
すると、 その中にあります。 （図 7.1-13）

e. 「確認用添付ファイル」 レイアウトが、 「添付ファイル」 テーブルのレコードを表形式で表示してい
ることを確認します。

図7.1-13 新規ウインドウのレイアウトを変更

2  「タスク詳細」 レイアウトで添付ファイルを追加して、 関連レコードが追加されることを確認します。
a. 演習フォルダ内の 「添付用ファイル」 フォルダから任意のファイルをドラッグして、 レイアウト上
のクリップマーク辺りにドロップします。

b. 「確認用添付ファイル」 レイアウト上に、 レコード （関連レコード） が 1 件増えていることを確認
します。
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図7.1-14 「添付ファイル」 レコードの追加を確認
演習終わり

演習 7-4  現在のレコードと関連レコードの関係を確認する

フォルダ：演習7_1から4 使用ファイル： 7_タスク.fmp12

この演習では、 演習 7-1 でリレーションシップを確認した演習ファイル （「タスク管理」 App） を使って、 現在
のレコードと関連レコードとの関係を確認します。
演習ファイルでは、 「タスク」 の 「主キー」 フィールドと 「添付ファイル」 の 「外部キー」 フィールドを照合フィー
ルドとしてリレーションシップが定義されています。 つまり、「タスク」 テーブルの 「主キー」 フィールドと、「添付ファ
イル」 テーブルの 「外部キー」 フィールドに同じ値が設定されているときに、 「添付ファイル」 レコードが関連レコー
ドとして取得できます。
「タスク」 の現在のレコードの 「主キー」 フィールドの値と、 「添付ファイル」 の 「外部キー」 フィールドの値がど
のような関係を持っていて、 どのように作用しているのかを確認しましょう。

1  確認用のウインドウを用意します。
a. 演習 7-3 から続けて本演習をする場合は、 2 つ開いている FileMaker Pro ウインドウをその
まま使ってください。

b. 演習 7-3 をやっていない場合は、 演習 7-3 の手順 (1) を参考にして、 FileMaker Pro のウイ
ンドウを 2 つ （それぞれ 「タスク詳細」 レイアウト、 「確認用添付ファイル」 レイアウトを表示）
用意してください。

2  「タスク」 の 「主キー」 フィールドの値を確認するために、 「タスク詳細」 レイアウトに 「主キー」 フィー
ルドを追加します。 （図 7.1-15）
a. 「タスク詳細」 レイアウトを、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 左パネル （オブジェクトパネル） の [フィールド] タブを選択します。
c. 「主キー」 フィールドを選択し、 ドラッグ & ドロップでレイアウトのわかりやすい場所に配置します。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図7.1-15 レイアウトに 「主キー」 フィールドの追加

3  「タスク」 に新規にレコードを追加し、 同時に生成される関連レコードの照合フィールドを確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトのステータスツールバーの [新規レコード] をクリックして 「タスク」 の
新規レコードを追加します。

b. ステップ (2) で追加した 「主キー」 フィールドの値を確認してください。
図 7.1-16 の例では、 「主キー」 の値は 「32」 になっています。

図7.1-16 新規追加した 「タスク」 レコードの 「主キー」 フィールド

c. 生成した新規レコードに、 例えば次のようなテストデータを入力します。
 • 「タスク」 ： 「リレーションシップ確認」
 • 「期限」 ： 本日から 1 カ月後の日付
 • 「ステータス」 ： 「進行中」 を
 • 「完了日」 ： 空白のまま
 • 「カテゴリー」 「優先度」 「説明」 は任意に入力してください。

d. 「添付ファイル」 を 1 つ入力し （演習 7-3 のステップ (2) を参照）、 もう一つのウインドウ （「確
認用添付ファイル」 レイアウト） にレコードが 1 つ増えたことを確認します。
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e. 「確認用添付ファイル」 の新規レコード （「添付ファイル」 のレコード） の 「外部キー」 フィール
ドの値が、「タスク詳細」 レイアウトの 「主キー」 フィールドの値と同じであることを確認します。 （図 
7.1-17）

4  「添付ファイル」 の関連レコードの 「外部キー」 の値を変更し、 「タスク」 レコードの表示を確認します。

図7.1-17 自動生成された関連レコード （「添付ファイル」 レコード） のフィールドを確認

a. 「確認用添付ファイル」 レイアウトの 1 件目のレコードの 「外部キー」 フィールドの値を変更します。
下の図の例では、 「31」 から 「32」 に変更しています。

b. 「タスク詳細」 レイアウトの 「添付ファイル」 フィールドに、 上で指定した 「添付ファイル」 レコー
ドのデータが追加されて、 「添付ファイル」 が 2 つ表示されていることを確認します。

図7.1-18 関連レコードの 「外部キー」 フィールドの値を変更

c. 上のステップ (4) - a で変更する前の 「外部キー」 の値を 「主キー」 の値とする 「タスク」 レコー
ドを表示し、 「外部キー」 の値を変えた添付ファイルが消えていることを確認します。
上の図では、 「主キー」 が 「31」 の 「タスク」 レコードから、 添付ファイルが消えているはずです。

演習終わり
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7.2 レイアウトとデータの関係
リレーションシップグラフのテーブルオカレンスやリレーションシップは、 カスタム App においてどのように利用
されているのでしょうか。
リレーションシップグラフは、データベースのデータとレイアウトとの橋渡しとなるものです。 7.1.4 では、リレーショ
ンシップグラフ中のテーブルオカレンスは 1 つの実体テーブルに対応することを確認しました。 ここでは、 レイアウ
トとリレーションシップグラフの関係について見ていきましょう。

7.2.1  テーブルオカレンスとコンテキスト
レイアウトは、 ユーザとデータとの接点 （インターフェース） です。 レイアウトは、 データベースの内容をユーザ
にわかりやすく提示するためのものであり、 また、 そのデータを操作する出発点でもあります。
レイアウトを通して実施される操作には、 例えば演習 7-1 ～ 7-4 で見てきたように、 「タスク」 とそれに関連す
る 「添付ファイル」 のデータを同じ画面 （レイアウト） で参照したり、 「タスク」 に関連する 「添付ファイル」 デー
タを追加したりする操作があります。
これらの操作対象は 1 つのテーブルだったり、関連テーブルを含む複数のテーブルだったりします。 しかし、ユー
ザがこれらの操作をする際には、ユーザがどのテーブルのデータを操作するかを意識して指定する必要はありません。
それは、 ユーザが操作を実行しているレイアウトを基準に、 これらの操作が実行されるからです。
1 つのレイアウトには必ず 1 つのテーブルオカレンスが関連付けられています。 そして、 このテーブルオカレンス
を通して、 レコードと関連レコードを取り出して操作しています。 このため、 あるレイアウトから操作できるデータは、
基準となるテーブルオカレンスから辿ることができるリレーションシップグラフ上のテーブルオカレンスに限定される
ことになります。
この基準となるテーブルオカレンスをコンテキストと呼びます。
操作を実行するレイアウトを選択することは、 コンテキストを決めることです。 そして、 コンテキストを決めること
は、 どの立ち位置からデータを見るかを決めること、 つまり、 リレーションシップ、 計算式、 スクリプトなどを評価
する基準になるテーブルオカレンスを決めることです。
テーブル （実体テーブル） とテーブルオカレンスとレイアウトの関係は重要です。 次の図 7.2-1で確認してください。
図 7.2-1 からわかるように、 レイアウトは実体テーブルを直接参照していません。 レイアウトは常に、 テーブル
オカレンス越しに実体テーブルのデータにアクセスしています。
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図7.2-1 レイアウトとデータの関係

7.2.2  レイアウトとテーブルオカレンス
レイアウトを作成したとき、 そのレイアウトに表示する基準となるテーブルオカレンスが自動的に設定されます。
現在のレイアウトがどのテーブルオカレンスを基準にしているか、 すなわち、 どのコンテキストにあるかは、 [レイ

アウト設定] ダイアログ （3.3.7） の [一般] タブの [レコードを表示:] で確認することができます。
現在のレイアウトで表示する基準となるテーブルオカレンス、 すなわちコンテキストを変更する場合は、 この [レ
イアウト設定] ダイアログで [レコードを表示:] で設定しているテーブルオカレンスを変更します。

図7.2-2 [レイアウト設定] ダイアログ
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第8章 レイアウトデザインツール

本章では、 3.3 節で概観したレイアウトモードを使って、 レイアウト作成の基本操作や各種ツールについて確認し
ます。
FileMaker Pro のレイアウトは、 ユーザとデータとの接点 （インターフェース） です。 カスタム App を使うとき
には、 ユーザは必ずレイアウトを使うので、 使用するデバイスあるいは用途に合わせて作り分け、 操作がわかりや
すいデザインになるよう心がける必要があります。

8.1 レイアウト作成作業の基本
FileMaker Pro においてレイアウトは、 フィールドのデータを表示、 印刷 （12.2）、 検索、 および入力する際の
画面の表示方法を指定するものです。
ここでは、 3.3 節で紹介したレイアウトモードの画面、 メニュー、 基本ツールを使って実際にレイアウトを作成して
いく方法を確認します。

8.1.1  新しくレイアウトを作る
新しいレイアウトは、 [新規レイアウト/レポート] アシスタントを使って作成します。
[新規レイアウト/レポート] アシスタントを起動するには、 レイアウトモードに切り替え、 次のいずれかの方法を使
います。

 • 方法 1 ： メニューから起動する
[レイアウト] メニューから [新規レイアウト/レポート...] を選択します。

 • 方法 2 : ステータスツールバーから起動する
ステータスツールバーの [新規レイアウト/レポート] をクリックします。

図8.1-1 レイアウトモードのステータスツールバー

[新規レイアウト/レポート] アシスタント
[新規レイアウト/レポート] アシスタントでは、 レイアウトに関する次の情報を指定します。
（1） どのテーブルオカレンスをコンテキストしてレコードを表示するか
→ [レコードを表示:] からテーブルオカレンスを選択します。 ポップアップメニューには、 定義済みの　TO 
が表示されます。

（2） レイアウト名
→ [レイアウト名:] に入力します。 この名前はレイアウトポップアップメニューなどに表示されます。
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（3） レイアウトタイプ
→ 作成するレイアウトタイプを選択します。 レイアウトタイプには、 コンピュータ、 タッチデバイス、 プリンタ
の 3 つがあります。

図8.1-2 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：レイアウトタイプの選択

レイアウトタイプを選択すると、 選択したレイアウトタイプに応じてオプションが指定できるようになります。
アシスタントを完了すると、 指定 ・ 選択した内容に合わせた基本構成 （パート、 フィールドなど） が用意された
レイアウトが、 レイアウトモードで表示されます。 レイアウトの幅や、 ヘッダ、 ボディ、 フッタの高さなども自動で設
定されます。

レイアウトタイプ ： コンピュータ
レイアウトタイプ [コンピュータ] は、 ノートパソコンまたはデスクトップコンピュータの画面サイズで表示され、 マ
ウスを使ってカーソルを動かしてクリックすることなどを想定したレイアウトを作成するために使います。
[コンピュータ] を選択すると、レコードの表示形式 （フォーム形式／リスト形式／表形式; 2.3.1） の選択か、レポー
トの作成の選択ができます。 レポートを選択した場合は、 集計機能 （12.3） を利用するレイアウトを作成すること
ができます。
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図8.1-3 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：表示形式の選択

レイアウトタイプ ： タッチデバイス
タッチパネルを使ったモバイルデバイスを想定し、 指を使ってタップすることなどを想定したレイアウトを作成する
ために使います。 [タッチデバイス] をクリックして、さらに想定するデバイス （iPhone ／iPad ／カスタムデバイス）
を選択します。
その後さらに、 レコードの表示形式 （フォーム形式／リスト形式／表形式） の選択か、 レポートの作成の選択が
できます。
また、 ダイアログの左下の iPhone マークで、 デバイスの向きを選択することもできます。

レイアウトタイプ ： プリンタ
ラベル、 封筒、 レポートの印刷のためのレイアウトを作成するために使います。
[プリンタ] を選択すると、 オプションで [ラベル]、 [縦書きラベル]、 [封筒]、 [レポート] のいずれかを選択できます。
オプションで [ラベル] または [横書きラベル] を選択した場合は、 あらかじめ用意されている市販ラベルのサイ
ズを選択して、 その中に印刷するフィールドを設定します。 [封筒] オプションを選択した場合は、 印刷するフィール
ドのみを指定します。
なお、 [ラベル]、 [縦書きラベル]、 [封筒] オプションを選択した場合、 作成されるレイアウトでデータの印刷 （ま
たはプレビュー） は可能ですが、 データの入力や編集はできません。

アシスタントで作成したレイアウトの表示形式の切り替え

[新規レイアウト/レポート] アシスタントでレイアウトを作成した場合、 そのレイアウトのレコードの表示形式は、 レイアウ
トバーで作成時に選択した形式以外に切り替えられないようになっています。
この設定は、 [レイアウト設定] ダイアログ （3.3.7） の [表示] タブで他の表示形式のチェックをオンにすることで変更す
ることができます。
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演習 8-1  レイアウトを作成する

フォルダ：演習8_1から4 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

本章の各演習では、 タスクを管理するカスタム App 「タスク管理」 を作成していきます。 タスクを管理するカス
タム App は、 既に出来上がっているカスタム App （「タスク」 App） の構造や振る舞いを 7.1 の各演習で確認し
ていますが、 あのようなカスタム App を自分で作っていく演習と考えてください。
この演習ではまず、 タスクを管理するカスタム App 「タスク管理」 を例に、 新規にレイアウトを作成します。
現在の演習ファイルは、「タスク」 「担当者」 「割り当て」 という 3 つのテーブルが定義されている状態です。 テー
ブル作成時に自動生成されたテーブルオカレンス （TO） があるだけで、 リレーションシップは定義されていません。

図8.1-4 演習ファイルのテーブルオカレンス

「タスク管理」 App には、 次のような 2 つの画面を作成します。
 • タスク詳細画面：タスクの情報を 1 件ずつ入力し、 表示できる画面
 • タスク一覧画面：複数件のタスクのリストを表示できる画面

本演習では、 タスク詳細画面 （「タスク詳細」 レイアウト） を作成します。 レイアウトを作成する過程で、 必要な 
TO も作成していきます。
なお、 タスク一覧画面 （「タスク一覧」 レイアウト） は、 演習 8-9 で作成します。

1  演習ファイルを開き、 レイアウトモードに切り替えます。
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2  「タスク詳細画面」 のための新しいレイアウトを作成する過程で、 新しく TO を作成します。
a. [レイアウト] メニューの [新規レイアウト/レポート...] を選択し、 [新規レイアウト/レポート] アシス
タントを開きます。

b. [新規レイアウト/レポート] アシスタントの [レコードを表示:] の横のポップアップメニューで [デー
タベースの管理...] を選択します。 （図 8.1-5）
※ポップアップメニューにはテーブル作成時に自動生成された TO が表示されていますが、 今回は
新たに TO を作成します。

図8.1-5 [新規レイアウト/レポート] アシスタントから [データベースの管理] ダイアログを表示

c. [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを開きます。
d. 左下の [テーブルを追加] アイコンをクリックして [テーブルを指定] ダイアログを開きます。
e. [テーブルを指定] ダイアログにおいて、 [データソース:] は 「現在のファイル」 のままで、 テーブ
ル名 「タスク」 を選択します。

f. 先に 「タスク」 という名称の TO があるので、 新しい To の [名前] が自動的に 「タスク2」 に
なっていることを確認します。

g. 新しい To の [名前] を 「タスク管理」 に変更し、 [OK] をクリックします。 （図 8.1-6）
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図8.1-6 新しく 「タスク管理」 TO を作成

h. [リレーションシップ] タブに追加された 「タスク管理」 TO の位置を調整し、[OK] ボタンをクリッ
クして [新規レイアウト/レポート] アシスタントに戻ります。

3  [新規レイアウト/レポート] アシスタントでレイアウト作成作業を続行します。
a. [レコードを表示:] に、 ステップ (2) で作成したTO 「タスク管理」 が選択されていることを確認
します。

b. [レイアウト名:] に 「タスク詳細」 と入力します。
c. レイアウトタイプとして [コンピュータ] を選択し、 続いて現れたオプション [フォーム] を選択しま
す。

d. [完了] をクリックします。

4  作成されたレイアウトを確認します。
a. レイアウトバーの [レイアウト:] の横に、 指定したレイアウト名 「タスク詳細」 が表示されている
ことを確認します。

b. レイアウトバーの [テーブル:] の横に、 作成したTO の名前 「タスク管理」 が表示されているこ
とを確認します。
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図8.1-7 新規作成された 「タスク詳細」 レイアウト

演習終わり

8.1.2  レイアウトモードのステータスツールバー
レイアウトに表示されるフィールドやボタンなどを総称してレイアウトオブジェクトと呼びます。 レイアウトモードで
は、 さまざまなレイアウトオブジェクトを配置、 操作、 デザインするためのツールと、 それをサポートする定規、 グリッ
ド、 ガイド及びダイナミックガイドが用意されています。
レイアウトモードでは、 ステータスバーにレイアウトオブジェクトを配置、 操作するためのコマンドやツールが表示
され、 利用できるようになります。

図8.1-8 レイアウトモードのステータスツールバー

 • 新規レイアウト / レポート
新規レイアウトを生成します。

 • レイアウトツール
レイアウトの編集でよく使うツールボタンが配置されています。

 • 管理
各種の管理ダイアログなどを表示するために使用します。

 • パネルの表示切り替え
左右のパネル （オブジェクトパネル、 インスペクタ） の表示／非表示を切り替えます。
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8.1.3  レイアウトモードのレイアウトバー
レイアウトモードでは、 レイアウトバーもレイアウトモード用になります。

図8.1-9 レイアウトモードのレイアウトバー

 • レイアウト
ポップアップメニューで現在のレイアウト名が表示されます。 他のレイアウト名を確認したり、 レイアウトを切り
替えたりすることができます。 また、 ここから [レイアウトの管理] ダイアログを表示することができます。

 • レイアウトの管理 （鉛筆アイコン）
クリックすると [レイアウトの管理] ダイアログが表示されます。

 • テーブル
このレイアウトで表示するデータのテーブルオカレンス （7.1.4） の名称が表示されます。

 • テーマ
このレイアウトのデザインテーマ （8.4.1） の名称が表示されます。 右のアイコンで他のテーマに変更することが
できます。

 • 画面ステンシル
iPad、 iPhone、 デスクトップコンピュータまたは任意の画面解像度に合わせた画面の推定表示領域 （縦横サイ
ズ） のガイドを表示します。 ガイドの表示／非表示を切り替えたり、 ガイドの大きさを指定したりすることがで
きます。 オンにしておくと、 レイアウトモードではすべてのレイアウトで表示されます。

 • 書式設定バー
文字の外観を設定する書式設定バーの表示／非表示を切り替えます。

 • [レイアウトの終了]
クリックすると、 レイアウトモードを終了し、 ブラウズモードに切り替わります。

8.1.4  レイアウトモードのオブジェクトパネル／インスペクタ
レイアウトモードでは、 ステータスツールバー、 レイアウトバーの他に、 画面の左右のパネルにもツールが用意さ
れています。
左右のパネルは、 ステータスツールバーの [パネルの表示切り替え] の 2 つのアイコンをそれぞれクリックする
か、[表示] メニューの [オブジェクトパネル] （左パネル） あるいは [インスペクタ] （右パネル） をクリックすることで、
表示／非表示を切り替えることができます。

左パネル （オブジェクトパネル）
左パネル （「オブジェクトパネル」 とも呼びます） には、 [フィールド]、 [オブジェクト]、 [アドオン] の 3 つのタブ
があります。 それぞれ次のように使用することができます。
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図8.1-10 オブジェクトパネルの 3 つのタブ

 • フィールドタブ
既に定義されているフィールドを表示するフィールドオブジェクトを配置します。 複数のフィールドをまとめて選
択し、 配置するときに便利に使えます。 また、 フィールドを配置するときに、 フィールド名 （ラベル） の位置と
コントロールスタイル （フィールド値を表示する方法） を指定できます。
さらに、 テーブルに新規にフィールドを作成することもできます。

 • オブジェクトタブ
現在レイアウト上に配置されているレイアウトオブジェクトを一覧表示します。 レイアウトオブジェクトのタイプ （種
類） やフィールド名などで一覧表示をフィルタリングすることもできます。
クリックすると、 対応するレイアウトオブジェクトがレイアウト上で選択されます。 オブジェクトタブ上で、 レイア
ウトオブジェクトの重なり順を変更したり、レイアウトオブジェクトの表示／非表示を切り替えたり （レイアウトモー
ドのみで有効） することができます。

 • アドオンタブ
このタブに表示されているアドオン （8.2.3） をレイアウトにドラッグ & ドロップして利用できるようにします。
また、 必要なアドオンをインストールしたり、 不要になったアドオンを取り除くことができます。
アドオンは、 デフォルトでは何もインストールされていません。

右パネル （インスペクタパネル）
右パネル （「インスペクタパネル」 あるいは単に 「インスペクタ」 とも呼びます） には、[位置]、[スタイル]、[外観]、
[データ] の 4 つのタブがあります。 選択した 1 つあるいは複数のレイアウトオブジェクトに対して、 配置、 デザイン、
データの表示方法などの各種設定をすることができます。
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図8.1-11 インスペクタの 4 つのタブ

 • 位置タブ
一番左のタブで、 選択しているオブジェクトの位置、 自動サイズ調整、 配置と整列、 スライドと表示、 グリッド
を設定することができます。

 • スタイルタブ
レイアウトに割り当てられているテーマ （8.4.1） に従い、 レイアウトオブジェクトのタイプごとに用意されている
スタイル （8.4.2） をカスタマイズすることができます。

 • 外観タブ
レイアウトオブジェクトのカラーやフォントなどの見た目のデザインをカスタマイズすることができます。

 • データタブ
フィールドやデータに関する動作や表示の仕方を設定します。

インスペクタを別のウインドウで表示する

インスペクタは、 パネルではなく別のウインドウとして表示することが可能です。 レイアウトモードでは、 [表示] メニュー
から [インスペクタ] > [新規インスペクタ] を選択します。
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8.1.5  レイアウトモードの操作メニュー
レイアウトオブジェクトを操作するコマンドは、 レイアウトモードのメニューにも用意されています。 迷ったときは、
メニューから操作するという方法もあります。
主なメニューは、 次のとおりです。

 • [挿入] メニュー ：各種レイアウトオブジェクトをレイアウト上に置く
 • [書式] メニュー ：選択したレイアウトオブジェクトに対して書式や機能を設定する
 • [レイアウト] メニュー ：レイアウト全般に関して設定する
 • [配置] メニュー ：選択したレイアウトオブジェクトの整列、 等間隔配置、 サイズ変更をする

図8.1-12 レイアウトモードのメニューの並び

演習 8-2  レイアウトを作成する （「タスク詳細」 レイアウト）

フォルダ：演習8_1から4 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-1 で作成した 「タスク詳細」 レイアウトに、 フィールドのデータを表示するフィールドオブ
ジェクトを配置します。
レイアウトモードでフィールドを配置する際に、左パネル （オブジェクトパネル） の [フィールド] ダブ、右パネル （イ
ンスペクタ） の [データ] タブを使います。

1  「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。 左パネル （オブジェクトパネル） が表示
されていなかったら、 左パネルを開きます。

2  まず 「主キー」 フィールドを配置します。
a. 左パネルの [フィールド] タブを選択します。
b. [ドラッグ設定] が次の設定になっていることを確認します。

 • [フィールド配置:] ： 縦
 • [ラベル:] ： フィールドラベルがフィールドオブジェクトの上
 • [コントロールスタイル:] ： 「編集ボックス」

c. [フィールド] タブの 「主キー」 をクリックし、 マウスでレイアウトのボディパートにドラッグします。
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図8.1-13 レイアウトにフィールドを配置

3  他のフィールドを配置する前に、 各パートの高さを調整します。
a. ボディパートの下の辺をドラッグして 650 pt 程度に変更します。
b. 上部ナビゲーションパートも同様に 50 pt 程度に変更します。

4  他のフィールドをまとめて選択してレイアウトに配置します。
a. 「タスク」 をクリックします。
b. Shift キーを押しながら 「優先度」 をクリックして、「タスク」 から 「優先度」 までのすべてのフィー
ルドが選択された状態にします。

c. 選択されているフィールドをドラッグして、 レイアウトに配置します。
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図8.1-14 レイアウトに複数のフィールドを一括配置

5  フィールドの配置を調整し、 オプションを設定します。
a. 図 8.1-15 を参考に、 フィールドを配置します。
b. 「説明」 フィールドは、 右パネル （インスペクタ） の [データ] タブで垂直スクロールバーを設定
します。

図8.1-15 「タスク詳細」 レイアウトのフィールド配置例
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6  レイアウトの編集を終了します。
a. レイアウトバーの [レイアウトの終了] をクリックします。
b. 「このレイアウトへの変更を保存しますか？」 というダイアログが表示されるので、[保存] をクリッ
クします。

c. ブラウズモードに移ったことを確認します。

演習終わり

8.1.6  レイアウトオブジェクトのバッジ
レイアウトオブジェクトにバッジ （アイコン） を表示して、 そのレイアウトオブジェクトに付加されている設定内容
を識別することができます。
レイアウトオブジェクトに表示されたバッジの上にマウスを持っていくと、 その設定内容がポップアップヘルプで表
示されます。

図8.1-16 レイアウトオブジェクトに表示されたバッジの例

バッジを表示するには、 [表示] メニューの [オブジェクト] を選択し、 その中から表示したい設定内容を選択しま
す。 レイアウトオブジェクトに表示可能な主なバッジとそれが意味する設定内容は、 表 8.1-1 のとおりです。
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表8.1-1 レイアウトオブジェクトのバッジ （アイコン）

バッジ 説明

条件付き書式 （10.2.3） が設定されています。

 スクリプトトリガ （9.4.2） が設定されています。

  

クイック検索 （4.2.1） の設定状況です。
緑色の虫眼鏡バッジは、 そのフィールドがクイック検索の対象であることを示しています。
黄色の虫眼鏡バッジは、 そのフィールドがクイック検索の対象ですが、 緑の虫眼鏡バッジのフィールド
よりも検索時間が長くかかる可能性があることを示しています。
灰色の虫眼鏡バッジは、 そのレイアウトの [レイアウト設定] でクイック検索が無効になっていることを
示しています （個別のフィールドに対してインスペクタで 「クイック検索に含めない」 と設定したとき
は、 虫眼鏡バッジは表示されません）。

ポップアップヘルプが設定されています。

ボタン （11.4.4） が設定されています。

ポップオーバーボタン （11.4.6） が設定されています。

プレースホルダテキスト （11.4.2） が設定されています。

[次の場合にオブジェクトを隠す] （10.2.3） が設定されています。

8.1.7  レイアウト作成中のテーブル追加
カスタム App を作成していると、 当初は考えていなかったテーブルが必要になることがあります。 そのテーブ
ルは、 新しいレイアウトを作成するために必要なものかもしれませんし、 既存のレイアウト上に表示するデータを追
加するために必要なものかもしれません。
FileMaker Pro では、 レイアウトを作成している途中でも、 簡単にデータベースにテーブルを追加することがで
きます。 これにより、 カスタム App 作成作業開始後の仕様の追加や変更にも柔軟に対応することができます。
カスタム App の作成中に新しいテーブルを追加する場合、 必ず次の点を検討してから作業を開始します。

 • 必要な項目 （フィールド）　- 主なものだけで構いません
 • フィールドタイプ、 オプション
 • 他の TO とのリレーションシップ

既存のレイアウトに新しいテーブルのデータを表示するには、 そのレイアウトに関連付けられている TO に対して
新しいテーブルの TO を関連テーブルとして設定する必要があることに注意してください。
次の演習 8-3 では、 「タスク詳細」 カスタム App に 「添付ファイル」 テーブルを追加し、 既存のレイアウトに
表示できるようにします。
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演習 8-3  テーブルを新規作成してレイアウトに表示する

フォルダ：演習8_1から4 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-2 で作成した 「タスク詳細」 レイアウトに、 表示しているタスクに関連した 「添付ファイ
ル」 を表示するフィールドを追加します。
「添付ファイル」 データとしては次の内容を保存できるようにします。
 • 添付ファイルそのもの
 • 添付ファイルの内容など簡単な説明

現時点では上記 「添付ファイル」 データを管理するテーブルがないので、 まず 「添付ファイル」 テーブルを作成
します。 そして、 「タスク詳細」 レイアウトに表示できるように、 リレーションシップを作成します。

1  データベースに 「添付ファイル」 テーブルを新規追加します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開きます。
b. [テーブル] タブを開き、 テーブル名 「添付ファイル」 で新規テーブルを作成します。
c. [フィールド] タブを開き、 次の薄く塗った 3 つのフィールドを作成します （その他のフィールドは
ハウスキーピングフィールドで、 テーブル作成時に自動で作成されます）。

フィールド名 タイプ 説明

主キー テキスト ユニークな文字列→ステップd.でユニークな連番
の数字に変更します

作成情報タイムスタンプ タイムスタンプ 作成日時

作成者 テキスト 作成アカウント名

修正情報タイムスタンプ タイムスタンプ 修正日時

修正者 テキスト 修正アカウント名

タスク外部キー 数字 「タスク」 の主キーを保存

添付ファイル オブジェクト 添付ファイルを保存

説明 テキスト 添付ファイルの内容など簡単な説明

d. レコード間の関連を見やすくするために、 「主キー」 フィールドのタイプを 「数字」 に変更し、 さ
らにオプション [入力値の自動化] で連続番号になるようにします （演習 6-2 参照）。

2  現在のリレーションシップを確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブで、 「添付ファイル」 TO が自動生
成されていることを確認します。 （図 8.1-17）
なお、 「タスク管理」 TO は、 「タスク詳細」 レイアウトに関連付けられています （演習 8-1）。
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図8.1-17 「添付ファイル」 TO

3  新しく 「添付ファイル」 のTO を作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログの左下の [テーブルを追加] アイコンをクリックし、 [テーブルを
指定] ダイアログで 「添付ファイル」 を選択して、 「タスク添付ファイル」 TOを作成します。 （図 
8.1-18）

b. あるいは、 既存の 「添付ファイル」 TO を選択してコピーし、 名前を 「タスク添付ファイル」 に
変更するのでも構いません。
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図8.1-18 「タスク添付ファイル」 TOを作成

4  「タスク」 と 「添付ファイル」 間のリレーションシップを作成します。
a. 「タスク管理」 TO の 「主キー」 をドラッグして 「タスク添付ファイル」 TO の 「タスク外部キー」
と繋げます。

b. 「タスク管理」 TO と 「タスク添付ファイル」 TO を繋いでいる線をダブルクリックして、[リレーショ
ンシップ編集] ダイアログを表示します。

c. 「タスク添付ファイル」 TO 側の [このリレーションシップを使用して、 このテーブルでのレコード
の作成を許可] をオンにします。 （図 8.1-19）

d. [OK] をクリックして [リレーションシップ編集] ダイアログを閉じます。
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図8.1-19 リレーションシップの定義

5  「タスク詳細」 レイアウトに 「添付ファイル」 のフィールドを配置します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに移行し、 左パネルが表示された状態にします。
b. 左パネルの [フィールド] タブをクリックし、 テーブルのポップアップメニューから 「タスク添付ファ
イル」 を選択します。 （図 8.1-20）

図8.1-20 関連テーブルの指定

c. 左パネル [フィールド] タブで、 [ドラッグ設定] を次の設定にします。
 • [フィールド配置] ：縦
 • [ラベル] ：上
 • [コントロールスタイル] ：編集ボックス
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d. 左パネル [フィールド] タブで 「添付ファイル」 と 「説明」 の 2 つのフィールドを選択し、 レイア
ウト上にドラッグします。

図8.1-21 「添付ファイル」 「説明」 フィールドの配置

e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

6  「タスク詳細」 レイアウト上で添付ファイルを入力できることを確認します。
a. レコートを 1 件、 新規作成します。
b. レイアウト上の 「添付ファイル」 フィールドに、 適当なファイルをドラッグ & ドロップします。
c. レイアウト上の 「説明」 フィールドに、 添付ファイルの任意の説明文を入力します。

7  この 「タスク詳細」 レイアウト上では、 添付ファイルを 1 つしか入力できないことに注意してください。
あるタスクに複数の添付ファイルを関連付けるためのレイアウトツール （ポータル） については、 8.2.1 
節で確認します。

演習終わり
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8.2 いくつかの基本的なレイアウトツール
ここでは、いくつかの基本的な、かつ重要なレイアウトツールを確認します。 この他のレイアウトツールについては、
第 11 章および第 12 章でさらにカスタム App を実用的にしていく過程で確認することができます。

8.2.1  ポータル
FileMaker Pro で関連テーブルや現在のテーブルの複数のレコードをリスト表示するために、 ポータルというレ
イアウトオブジェクトを使います。 ポータル （portal） とは、 入口、 扉という意味の英語です。 FileMaker Pro の
ポータルは、 関連レコードのための入口としてレイアウトに配置されます。
演習 8-3 （8.1.7） では、 「タスク」 に関連する 「添付ファイル」 を入力できるよう、 「添付ファイル」 テーブル
を追加し、 「タスク詳細」 レイアウトに 「添付ファイル」 データを表示できるようにしました。
「タスク」 に対して 「添付ファイル」 は関連テーブル （7.1） であり、個々の 「タスク」 レコードに関連付けられる 「添
付ファイル」 レコードは関連レコード （7.1） です。 そして、 あるタスクに複数の添付ファイルが関連する場合がある
ので、 「タスク」 と 「添付ファイル」 は 1 対多 （7.1） の関係にあると言えます。
ところが、 演習 8-3 では、 1 つの 「タスク」 レコードに 1 つの 「添付ファイル」 データしか入力することができ
ませんでした。 これは、 「添付ファイル」 フィールドオブジェクトを 1 個だけ、 直接レイアウトに配置したためです。
このような場合、 ポータルを利用することによって、 「タスク詳細」 レイアウトで複数の 「添付ファイル」 を参照
できるようになります。 また、 ポータルにデータを追加することは、 関連テーブルにレコード （関連レコード） を作
成することに相当します。 つまり、 ユーザが明示的に [新規レコード] をクリックしなくても、 意識することなく関連
レコードが作られることになります。
なお、 演習 7-3 （7.1） では既に、 「タスク詳細」 レイアウト上でポータルを使用しており、 リレーションシップに
よる関連レコード （「添付ファイル」） の自動生成を確認しています。

図8.2-1 演習 7-3 の 「タスク詳細」 レイアウト上のポータル
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演習 8-4  ポータルを使って関連レコードを表示する

フォルダ：演習8_1から4 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-3 で作成した 「タスク詳細」 レイアウト上に、 表示しているタスクに関連した複数の 「添
付ファイル」 をポータルを使って表示するようにします。

1  「タスク詳細」 レイアウトにポータルを配置します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに移行します。
b. レイアウトツールの [ポータルツール] アイコンをクリックします。

図8.2-2 ステータスツールバーの [ポータルツール] アイコン

c. レイアウトのボディパート内のポータルを配置したい位置で、 ドラッグで四角を描きます。 マウス
ボタンを離すと [ポータルを設定] ダイアログが表示されます。

2  ポータルの設定をします。 （図 8.2-3）
a. [ポータルを設定] ダイアログで次の設定をし、 [OK] をクリックします。

 • [レコードを表示] ： 「タスク添付ファイル」 TO を選択
 • [垂直スクロールを許可] ： チェックをオン
 • [行数] ： 3

b. 続いて現れる [ポータルにフィールドを追加] ダイアログで、 [使用できるフィールド] が 「タスク
添付ファイル」 あることを確認します。

c. [ポータルにフィールドを追加] ダイアログで、 使用できるフィールドとして次のフィールドを選択し、
[>>移動>>] ボタンをクリックして [含まれているフィールド] の下へ移動します。
 • タスク外部キー
 • 添付ファイル
 • 説明

d. [OK] をクリックして[ポータルにフィールドを追加] ダイアログを閉じます。
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図8.2-3 [ポータル設定] ダイアログと [ポータルにフィールドを追加] ダイアログ

3  添付ファイルのイメージを表示するために、 ポータル内のフィールドの高さを調整します。 （図 8.2-4）
a. ポータルの行に表示されるハンドルをドラッグして、 ポータルの行を高くします。
b. ポータル内のフィールドをクリックし、現れたハンドルをドラッグしてフィールドの高さを調整します。

図8.2-4 ポータルオブジェクトの調整
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4  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

5  ポータルの動作を確認します。 （図 8.2-5）
a. レコードがない場合は、 新規レコードを 1 つ作成します。
b. ポータルの 1 行目に、 先に添付ファイルを入力します （7章の 「添付用ファイル」 を使ってくだ
さい）。

c. ポータルの 2 行目をクリックして新しい入力が可能であることを確認し、 新たに添付ファイルを
追加します。
これにより、 「タスク」 と 「添付ファイル」 は 1 対多の関係になっていることが確認できます。

d. ポータルの一番左側の数値は 「タスク外部キー」 フィールドの値です。 ポータルに表示されてい
るすべての行が同じ値で、 かつ、 レイアウト左上の 「主キー」 と同じ値であることを確認してく
ださい。
これは、「タスク管理」 TO の 「主キー」 と 「タスク添付ファイル」 TO の 「タスク外部キー」 が 「＝」
の条件で関連付けられているためです。

図8.2-5 ポータルを追加した 「タスク詳細」 レイアウト

6  演習 8-3 で 「タスク詳細」 レイアウト上に配置していた 「添付ファイル」 フィールドを削除します。
a. ポータルですべての 「添付ファイル」 を表示できるようになったので、演習で配置した 「添付ファ
イル」 フィールドはもう不要です。 削除して構いません。

演習終わり
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ポータルで気を付けること

ポータル内のフィールドは、ポータルの 1 行目の枠の中に収まっている必要があります。 はみ出しているとブラウズモー
ドで表示されない場合があります。
ポータルの表示がうまくいかないときは、 フィールドをいったんポータルの外に出してから、 改めて位置を調整すること
がうまくいくときがあります。

8.2.2  タブコントロール、 スライドコントロール
これまでの演習で見てきたようなカスタム App は各テーブルのフィールド数もそれほど多くありませんが、 カス
タム App によっては、 数十個以上のフィールドを持つテーブルを取り扱う場合があります。 また、 自身のフィール
ド数がそれほど多くなくとも、 関連フィールドを合わせるとフィールド数が多くなる場合もあります。
このような場合に、 すべてのフィールドを一つの画面に表示しようとすると、 画面が雑然とするだけでなく、 次の
ようなことも起こりがちです。

 • 多数のフィールドを配置するためにはフォントサイズをかなり小さくする必要があり、 見づらい
 • フィールド数が多すぎてどこに何があるかわかりにくく、 すぐに探せない
 • フィールドの内容に応じて色分けをしたが、 色の数が多くなりすぎて見た目が悪い

FileMaker Pro では、 パネルコントロールを利用してレイアウト上に表示するフィールドをグループ化してパネル
上に配置し、 一度に表示するフィールドを選択することができます。
パネルコントロールには、 タブコントロールとスライドコントロールがあります。

タブコントロール
タブコントロールは、 1 つ以上のタブパネルを持つレイアウトオブジェクトです。 上部にタブがついたタブパネル
を利用し、 タブをクリックすることによってタブパネルの内容が前面に表示されます。

図8.2-6 タブコントロール （演習 8-5）
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スライドコントロール
スライドコントロールは、 1 つ以上のスライドパネルを持つレイアウトオブジェクトです。 スライドパネルの下のドッ
ト （ナビゲーションドット） をクリックすることによって対応するスライドパネルの内容が前面に表示されます。
iPhone や iPad など、 ジェスチャをサポートしているデバイスで利用する場合は、 スライドパネルをスワイプす
ることによって順番にパネルを移動することができます。 この場合は、 ドットを非表示にすることもできます。

図8.2-7 スライドコントロール （演習 8-6）

演習 8-5  タブコントロールを使う

フォルダ：演習8_5から6 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 タブコントロールを使って演習ファイルのレイアウトを整理します。
演習ファイルのカスタム App にはあらかじめ、 「タスク」 とそれを担当する 「担当者」 のリレーションシップが
定義されています。 これは、1 つの 「タスク」 に対して複数の 「担当者」 が割り当てられ、 また、1 人の 「担当者」
が複数の 「タスク」 を担当するという関連で、「多対多」 のリレーションシップ （7.1） です （「多対多」 のリレーショ
ンシップの作成については 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 で詳しく学習します）。
演習ファイルの 「タスク詳細」 レイアウトには、 「担当者情報」 の一覧表示用と 「添付ファイル」 の一覧表示用
の 2 つのポータルが配置されています。 これをタブコントロールを使ってまとめます。
タブコントロールには 「担当者」 と 「添付ファイル」 の 2 つのタブパネルを作成します。

1  現在の 「タスク詳細」 レイアウトの状態を確認します。 （図 8.2-8）
a. レイアウト上にポータルが 2 つ表示されていることを確認します。
b. 上のポータルはタスクの担当者情報の表示用、 下のポータルは添付ファイルの表示用 （演習 
8-4） です。
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図8.2-8 演習ファイルの当初 「タスク詳細」 レイアウト

2  「タスク詳細」 レイアウト上にタブコントロールを配置するために、 既存の2 つのポータルを退避しておき
ます。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 2 つのポータルをコンテンツエリアの外に移動させます。

図8.2-9 ポータルをエリア外に退避
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3  タブコントロールを作成します。
a. ステータスツールバーの [タブコントロール] アイコンをクリックします。

図8.2-10 [タブコントロール] アイコン

b. レイアウト上のタブコントロールを配置したい位置で十字線をドラッグし、 大きく四角を描きます。
c. マウスボタンを離すと [タブコントロール設定] ダイアログが表示されることを確認します。

4  タブコントロールを設定します。
a. [タブコントロール設定] ダイアログ内の [タブ名] に 「担当者」 と入力して [作成] をクリックし
ます。 クリック後、 [タブ] 欄に 「担当者」 が現れることを確認してください。 これがタブパネル
となります。

b. 同様に、 「添付ファイル」 タブパネルを作成します。
c. その他の項目については次のように設定してください。

 • [デフォルトのフロントタブ] ： 「担当者」
 • [タブ揃え] ： 「両端揃え」
 • [タブ間隔] ： 「最大のラベル幅」
 • [複数のタブで 1 つのスタイルを共有] ： オン

図8.2-11 [タブコントロール設定] ダイアログ
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5  それぞれのタブパネルに、 ステップ (2) で退避しておいたポータルを配置します。
a. 「担当者」 タブパネルに担当者情報のポータルを移動します。
b. 「添付ファイル」 タブパネルに添付ファイルのポータルを移動します。
それぞれのパネル内にポータルが収まるように注意してください。

c. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

図8.2-12 ポータルをタブパネルに配置

6  タブコントロールの動作を確認します。
a. それぞれのタブ部分をクリックして、 タブパネルが切り替わり、 それぞれのポータルが表示され
ることを確認します。
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図8.2-13 タブコントロール上のポータル

演習終わり

演習 8-6  スライドコントロールを使う

フォルダ：演習8_5から6 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 スライドコントロールを使って演習ファイルのレイアウトを整理します。
演習 8-5 と同様に、 演習ファイルのカスタム App にはあらかじめ、 「タスク」 とそれを担当する 「担当者」 の
リレーションシップが定義されており、「タスク詳細」 レイアウトには、「担当者情報」 の一覧表示用と 「添付ファイル」
の一覧表示用の 2 つのポータルが配置されています。 これをスライドコントロールを使ってまとめます。
スライドコントロールには 「担当者」 と 「添付ファイル」 の 2 つのスライドパネルを作成します。
演習 8-5 から続けて実施する場合は、 ステップ 2 から始めてください。

1  現在の 「タスク詳細」 レイアウトの状態を確認します。 詳細は、 演習 8-5 のステップ (1) を参照してく
ださい。
a. レイアウト上にポータルが 2 つ表示されていることを確認します。
b. 上のポータルはタスクの担当者情報の表示用、 下のポータルは添付ファイルの表示用 （演習 
8-4） であることを確認します。
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2  「タスク詳細」 レイアウト上にタブコントロールを配置するために、 既存の2 つのポータルを退避しておき
ます。 詳細は、 演習 8-5 のステップ 2 を参照してください。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 2 つのポータルをコンテンツエリアの外に移動させます。
演習 8-5 から続けている場合は、 タブコントロールをコンテンツエリアの外に移動させます。

3  スライドコントロールを作成します。
a. ステータスツールバーの [タブコントロール] アイコンを長押しし、 [スライドコントロール] を選択
します。

図8.2-14 [スライドコントロール] アイコン

b. レイアウト上のタブコントロールを配置したい位置で十字線をドラッグし、 大きく四角を描きます。
c. マウスボタンを離すと [スライドコントロール設定] ダイアログが表示されることを確認します。

4  スライドコントロールを設定します。
a. [スライドコントロール設定] ダイアログ内の [+] [-] をクリックしてスライドパネルの数を 2 にし
ます。

b. その他の項目については次のように設定してください。
 • [スワイプジェスチャを有効にする] ： オン
 • [ナビゲーションドットを表示] ： オン
 • ナビゲーションドットのサイズ： 「9 pt」 （デフォルト）
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図8.2-15 [スライドコントロール設定] ダイアログ

5  それぞれのスライドパネルに、 ステップ 2 で退避しておいたポータルを配置します。
a. 1 番目のスライドパネルに担当者情報のポータルを移動します。
b. 2 番目のスライドパネルに添付ファイルのポータルを移動します。
それぞれのパネル内にポータルが収まるように注意してください。

c. 演習 8-5 から続けている場合は、 コンテンツエリアのタブコントロールを削除します。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図8.2-16 ポータルをスライドパネルに戻す

6  スライドコントロールの動作を確認します。
a. それぞれのスライドパネルに対応するナビゲーションドットをクリックして、 スライドパネルが切り
替わり、 それぞれのポータルが表示されることを確認します。

図8.2-17 スライドコントロール上のポータル
演習終わり
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8.2.3  アドオン
FileMaker Pro には、 カスタム App に特定の機能を追加するためのコンポーネントであるアドオンがあらかじ
め用意されています。 一つのアドオンには、 アドオンの機能に応じて、 レイアウト、 レイアウトオブジェクト、 スキー
マ （データベース構造）、 スクリプト、 および値一覧 （11.3） などが含まれており、 現在のレイアウトに簡単に追加
することができます。
アドオンには、 メモ、 人材情報、 会社情報、 住所録、 添付ファイル管理などのため機能を実現するためのテー
ブルとスクリプトをセットにしたもの （アドオンテーブル） や、 JavaScript を使ってカレンダー、 カンバンなどを実
現するものがあります。
さらに、 Claris Marketplace で新しいアドオンを見つけたり、 自分でアドオンを作成することもできます （詳し
くは、 Claris の Web サイトや 「Claris FileMaker ガイドブック - ➂ 運用管理編」 を参照してください）。

図8.2-18 JavaScript を使ったアドオン （カレンダー）

アドオンのインストール
アドオンを利用するにはまず、 利用したいアドオンをカスタム App にインストールします。
アドオンをインストールするには、 レイアウトモードで左パネル （オブジェクトパネル） の [アドオン] タブを開き、
左下の [+] をクリックしてアドオン選択ダイアログを開きます。 そして、 インストールしたいアドオンを選択して [選
択] ボタンをクリックします。
インストールしたアドオンは、 そのアイコンが [アドオン] タブの中で一覧表示されます。
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図8.2-19 アドオンのインストール

なお、 インストール済みのアドオンをアンインストールするには、 [アドオン] タブで一覧の中のアドオンを右クリッ
クし、 [アドオンをアンインストールする] を選択するだけです。 不要になった場合には、 簡単にカスタム App から
取り除くことができます。

アドオンの配置
インストール済みのアドオンをレイアウトに配置するには、 [アドオン] タブのアドオンアイコンの一覧の中から使用
するアドオンを選択し、 レイアウトにドラッグするだけです。

演習 8-7  アドオンテーブル機能を使う

フォルダ：演習8_7 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

演習 8-6 で 「タスク詳細」 レイアウト上にポータルを使って複数の 「添付ファイル」 を表示するようにしました
が、 本演習ではこの作業をアドオンを使って実装します。
ここでは、 アドオンテーブルとして提供されている 「添付ファイル」 アドオンを利用します。
「添付ファイル」 アドオンをレイアウトに配置した後、 データベースの構造がどのように変化しているかも確認して
ください。

1  演習ファイルを開いて、 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
なお、 この演習ファイルは、 演習 8-2 完了時のものです。

2  「添付ファイル」 アドオンをインストールします。
a. 左パネルの [アドオン] タブをクリックして表示します。
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b. [アドオン] タブの左下の 「＋」 をクリックして [アドオン] ダイアログを表示します。
c. [アドオン] ダイアログ中の [テーブル] カテゴリにある 「添付ファイル」 を選んで 「選択」 をクリッ
クします。
クリック後、 [アドオン] タブに 「添付ファイル」 のアイコンが現れることを確認します。

図8.2-20 [アドオン] ダイアログと 「添付ファイル」 アドオンのインストール

3  インストールされたアドオンをレイアウトに配置します。
a. [アドオン] タブの 「添付ファイル」 アドオンのアイコンをレイアウトにドラッグして配置します。
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図8.2-21 「添付ファイル」 アドオンをレイアウトに配置

b. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

4  「添付ファイル」 アドオンによるポータルの動作を確認します。 （図 8.2-22）
a. 「タスク」 レコードが 1 件もない場合は、 新規にレコードを作成してください。
b. ポータルの下にある [+] ボタンをクリックすると、 「説明」 フィールドにカーソルが移動して入力
可能になることを確認します。

c. クリップアイコンが表示されている部分には、 添付ファイルをドラッグして入力できることを確認
します。
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図8.2-22 「添付ファイル」 アドオンのポータル

5  アドオンを追加することでデータベースの内容がどのように変わったのかを確認します。 （図 8.2-23）
a. [データベースの管理] ダイアログを表示します。
b. [テーブル] タブを表示し、 「添付ファイル」 テーブルが追加されていることを確認します。
c. [リレーションシップ] タブを表示し、「添付ファイル」 TO が作成されて 「タスク管理」 TO とリレー
ションシップが設定されていることを確認します。
（「添付ファイル」 TO が既存の TO （「タスク」 TOなど） の後ろに表示されていることがあるので、
ご注意ください。）

d. 「添付ファイル」 TO と 「タスク管理」 TO の [リレーションシップ編集] ダイアログを開き、 [この
リレーションシップを使用して、 このテーブルでのレコードの作成を許可] などがオンになってい
ることを確認します。
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図8.2-23 「添付ファイル」 アドオン追加後のデータベース

演習終わり
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8.3 レイアウトパート
レイアウトは複数のレイアウトパート （パート） に分けることができます。 パートは全部で 11 種類あり、 それぞ
れ画面上の位置やデータの表示方法などが異なります。
レイアウトには少なくとも 1 つのパートが必要で、 レイアウトごとに必要なものだけを使います。 例えば 3.3.5 
節の例では、 レイアウトは 「ヘッダ」 「ボディ」 「フッタ」 の 3 つのパートから構成されていました。
パートの名称 （パートラベル） は、 レイアウトモードでレイアウトの左側に縦または横に表示されます。 Ctrl キー 
(Windows) または command キー (macOS) を押しながらパートラベルをクリックすると、 パートラベルの縦
横を切り替えることができます。

図8.3-1 レイアウトパートの種類と位置

8.3.1  レイアウトパートの種類
レイアウトパートには大きく分けて、 非集計レイアウトパートと集計レイアウトパートの 2 つがあります。

非集計レイアウトパート
非集計レイアウトパートは主に、 フィールドやボタンなどのレイアウトオブジェクトを配置して表示するもので、 7 
種類あります。 これらのパートは 1 つのレイアウトに 1 つずつ設定でき、 パートの表示順序は変えられません。

 • 上部ナビゲーション
画面の一番上に表示され、 レイアウトのナビゲーションに使用するボタンなどを配置するパートとして使用します。
このパートは、 ブラウズモードで画面をスクロールしても常に画面の上部に固定して表示されます。 表示の拡
大と縮小の影響を受けず、 印刷もされません。
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 • タイトルヘッダ
上部ナビゲーションの下に表示されます。 印刷した場合は、 先頭ページに一度だけ表示されます。
タイトルヘッダとヘッダが両方設定されているレイアウトを印刷すると、 最初のページはタイトルヘッダが印刷さ
れ、 ヘッダは印刷されません。 2 ページ目以降はタイトルヘッダは印刷されず、 ヘッダが印刷されます。

 • ヘッダ
上部ナビゲーション、 タイトルヘッダの下に表示されます。 主に、 画面の名前や表形式でのフィールド名の配
置に使用されます。 タイトルヘッダと共に設定されているときに印刷した場合については、 タイトルヘッダの項
を参照してください。
フィールドがヘッダに配置されている場合は、 ブラウズモードではアクティブなレコードのデータが表示され、 印
刷時には各ページに印刷される最初のレコードのデータが印刷されます。

 • ボディ
対象レコードの各レコードのデータを表示するパートとして使用します。

 • フッタ
タイトルフッタの上に表示されます。 タイトルフッタと共に設定されているときに印刷した場合については、 タイ
トルフッタの項を参照してください。
フィールドがフッタに配置されている場合は、 ブラウズモードではアクティブなレコードのデータが表示され、 印
刷時には各ページに印刷される最後のレコードのデータが印刷されます。

 • タイトルフッタ
上部ナビゲーションの上に表示され、 タイトルヘッダと同じような特徴があります。
タイトルフッタとフッタが両方設定されているレイアウトを印刷すると、 最初のページはタイトルフッタが印刷さ
れ、 フッタは印刷されません。 2 ページ目以降はタイトルフッタは印刷されず、 フッタが印刷されます。
フィールドがタイトルフッタに配置されている場合は、 ブラウズモードではアクティブなレコードのデータが表示
され、 印刷時には最初のページに印刷される最後のレコードのデータが印刷されます。

 • 下部ナビゲーション
画面の一番下に表示され、 上部ナビゲーションと同じような特徴があります。
このパートは、 ブラウズモードで画面をスクロールしても常に画面の下部に固定して表示されます。 表示の拡
大と縮小の影響を受けず、 印刷もされません。

集計レイアウトパート
集計レイアウトパートは、 小計、 総計、 平均、 個数などの集計をする場合に集計フィールドを配置するもので、
次の 4 種類があります。

 • 前部総計、 後部総計
このパートに集計タイプのフィールドを配置すると、 すべての対象レコードの集計値が表示されます。 1 つのレ
イアウトに、 前部総計と後部総計を 1 つずつ設定できます。
前部総計の場合、 表示位置はヘッダの下で、 その下に小計パートとボディを配置できます。
後部総計の場合、 表示位置はフッタの上で、 その上に小計パートとボディを配置できます。

 • 前部小計、 後部小計
このパートに集計タイプのフィールドを配置すると、 パートの定義で指定された区分けフィールドでソートされた
レコードの各グループの集計値 （小計） が表示されます。 1 つのレイアウトに複数の小計パートを設定できます
が、 パートの定義で指定できるのは 1 レイアウトに 1 フィールド 1 回だけです。
小計パートは、 ボディパートの前または後ろに表示されます。
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8.3.2  レイアウトパートの追加
レイアウトにパートを追加するには、 次の 2 つの方法があります。

 • 方法 1 ： ステータスツールバーのパートツールをドラッグする
レイアウトモードでステータスツールバーの [パートツール] をレイアウト上にドラッグします。

図8.3-2 [パートツール] アイコン

 • 方法 2 : [パート設定] ダイアログで追加する
[レイアウト] メニューから [パート設定...] を選択して [パート設定] ダイアログを表示します。 そして、 [作成] 
ボタンをクリックして [パートの定義] ダイアログで追加するパートを選択します。

パートやその設定内容の変更は、 [パートの定義] ダイアログで実施します。 詳しくは、 演習 8-9 を参照してく
ださい。

図8.3-3 [パート設定] と [パートの定義] ダイアログ

演習 8-8  フッタパートを追加する （「タスク詳細」 レイアウト）

フォルダ：演習8_8から10 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-5 で作成した 「タスク詳細」 レイアウトにフッタパートを追加して、 「タスク」 レコードの
作成情報と修正情報を表示するようにレイアウトを変更します。
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1  演習ファイルを開いて、 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  フッタパートを追加します。
a. [レイアウト] メニューから [パート設定...] を選択して [パート設定] ダイアログを表示します。
b. [作成] ボタンをクリックして [パートの定義] ダイアログを表示します。
c. [フッタ] を選択して [OK] ボタンをクリックします。

図8.3-4 レイアウトにフッタパートを追加

3  フッタパートに、 主キーを除くハウスキーピングフィールド （6.2.3） を配置します。
a. フッタパートの高さを 45 pt 程度に広げます。
b. オブジェクトパネルの [フィールド] タブの [ドラッグ設定] でラベルなしを選択します。
c. 「作成情報タイムスタンプ」 「作成者」 「修正情報タイムスタンプ」 「修正者」 の各フィールドをフッ
タパートに配置します。
「作成者」 と 「修正者」 フィールドの幅は、 やや狭くしておきます。
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図8.3-5 フッタパートにフィールドを配置

4  ハウスキーピングフィールドを入力不可に設定します。
a. 「作成情報タイムスタンプ」 「作成者」 「修正情報タイムスタンプ」 「修正者」 の各フィールドに
対して、 右パネル （インスペクタ） の [データ] タブで、 ブラウズモードで入力ができないように 
[フィールド入力] の [ブラウズモード] のチェックを外します。

図8.3-6 ハウスキーピングフィールドを入力不可に設定

5  表示を確認します。
a. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
b. 「タスク詳細」 レイアウトの下部にフッタパートが表示されていることを確認します。
c. フッタパートのフィールドは、 クリックしてもカーソルが入らない （入力不可） ことを確認します。

演習終わり



第8章　レイアウトデザインツール
　レイアウトパート　

229

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

演習 8-9  レイアウトを作成する （「タスク一覧」 レイアウト）

フォルダ：演習8_8から10 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

演習 8-2 では 「タスク詳細」 レイアウトを作成しましたが、この演習では、「タスク一覧」 レイアウトを作成します。
「タスク詳細」 レイアウトが個々のタスクの詳細情報を確認するものであるのに対し、 「タスク一覧」 レイアウトは
複数のタスクの状況を確認するためのものです。 このため、 リスト形式 （2.3.1） で画面を作成します。
次の演習 8-10 では、「タスク詳細」 レイアウトと 「タスク一覧」 レイアウトを行き来するボタンを上部ナビゲーショ
ンパートに追加します。

1  演習ファイルを開いて、 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「タスク一覧」 レイアウトのための新しいレイアウトを作成します。
a. [レイアウト] メニューの [新規レイアウト/レポート...] を選択し、 [新規レイアウト/レポート] アシス
タントを表示します。

b. [新規レイアウト/レポート] アシスタントで次の設定をして [完了] ボタンをクリックします。
 • [レコードを表示:] ： 「タスク管理」
 • [レイアウト名:] ： 「タスク一覧」
 • デバイス ： コンピュータ
 • 表示形式： リスト

c. 作成された 「タスク一覧」 レイアウトにヘッダパートを追加し、 高さを 50 pt 程度にします。
d. 既存の上部ナビゲーションパートの高さも 50 pt 程度にします。

3  新しい 「タスク一覧」 レイアウトにフィールドを配置します。
a. 左パネルの [フィールド] タブで次の設定をします。

 • 現在のテーブル： 「タスク管理」
 • [ドラッグ設定] の [フィールド配置] ： 横
 • [ドラッグ設定] の [ラベル] ： 上
 • [ドラッグ設定] の [コントロールスタイル] ： 編集ボックス

b. 次の 4 つのフィールドを配置します。 次の演習 8-10 でボタンを配置しやすいように、 左側を
少し空けて配置してください。
 • 「タスク」
 • 「期限」
 • 「ステータス」
 • 「カテゴリー」
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図8.3-7 リスト形式のボディパートにフィールドを配置

4  フィールドのサイズを調整します。
a. [表示] メニューから [オブジェクト] > [サンプルデータ] を選択し、 レイアウトモード上でサンプ
ルのデータが表示されることを確認します。

図8.3-8 サンプルデータを表示

b. サンプルデータを参照しながら、 フィールドの幅を調整します。
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5  4 つのフィールドに対して入力不可の設定をします。
a. それぞれのフィールドを選択し、 右パネル （インスペクタパネル） の [データ] タブ内の [動作] 
領域の [フィールド入力] で [ブラウズモード] のチェックをオフにします。 （演習 8-8 参照）

6  レイアウトを保存してブラウズモードに戻り、 「タスク」 情報が一覧表示されていることを確認します。

図8.3-9 「タスク一覧」 レイアウト

演習終わり

演習 8-10  上部ナビゲーションパートにレイアウト切り替えボタンを配置する

フォルダ：演習8_8から10 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-2 で作成した 「タスク詳細」 レイアウトと演習 8-9 で作成した 「タスク一覧」 レイアウ
トを切り替えて行き来するボタンを配置します。
レイアウトを行き来するボタンの作り方は、 演習 3-4 （3.4.1）、 3-5 （3.4.2） を参照してください。

1  演習ファイルを開いて、 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  演習 3-4 （3.4.1）、 3-5 （3.4.2） の要領で、 「タスク一覧」 と 「タスク詳細」 レイアウトを行き来する
ボタンを作成し、 それぞれのレイアウトに配置します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトに切り替えるボタンを作成し、 「タスク詳細」 レイアウトの上部ナビゲー
ションパートに配置します。

b. 「タスク詳細」 レイアウトに切り替えるボタンを作成し、 「タスク一覧」 レイアウトのボディパート
に配置します。

3  ブラウズモードで、 2 つのレイアウトをボタンによって行き来できることを確認します。
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図8.3-10 「タスク一覧」 ー 「タスク詳細」 レイアウトを行き来するボタン

演習終わり
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8.4 画面のデザイン
レイアウトモードのツールと機能を使うと、 さまざまな美しいレイアウトを作成することが可能です。 しかし、 重
要なことは、 カスタム App の画面はユーザが使うことを想定しているべきであるということです。 うまくデザイン
されているレイアウトは、 ユーザが操作に迷わなくなります。 これによって、 ユーザが正しくデータを入力できるよ
うになり、 不適切なデータに起因するトラブルが起きにくくなることが期待できます。
レイアウトの外観を決めるフォント、 色、 線のスタイル、 テキストの配置などを、 スタイルと呼びます。
FileMaker Pro では、 レイアウトオブジェクト、 レイアウトパート、 およびレイアウト背景などのデフォルトのスタイ
ルがあらかじめ定義されているレイアウトテーマがいくつか用意されています。 ユーザは、 デフォルトスタイルを編
集したり、 新しいスタイルを作成して追加したりすることができます。

8.4.1  レイアウトテーマ
カスタム App 開発者の誰もが、 美しく、 見やすいレイアウトをすぐにデザインできるわけではありません。
FileMaker Pro で用意されているレイアウトテーマ （テーマ） を利用することで、 1 つのレイアウトの中で外観に一
貫性を持たせることができます。 また、 複数のレイアウトに同じテーマを使用することで、 カスタム App の中での
画面デザインの統一感を出すことができます。
テーマはカスタマイズすることが可能です。 デフォルトスタイルを編集するか、 新しいスタイルをデザインして保
存すれば、 現在のレイアウトに使用することができます。 また、 カスタマイズしたテーマを新しいテーマとして保存
することもできます。

レイアウトテーマの確認と変更
現在のレイアウトで使用されているテーマを確認するには、 次のいずれかの方法を使います。

 • 方法 1 ： レイアウトバーに表示されている [テーマ ： ] の右がテーマの名称です。
 • 方法 2 : インスペクタの [スタイル] タブで確認します。

図8.4-1 レイアウトテーマの確認

テーマを変更するには、レイアウトツールバーのテーマ名の横のアイコンをクリックし、表示された [テーマの変更] 
ダイアログを使います。
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図8.4-2 レイアウトテーマの変更

[テーマの変更] ダイアログの左側の [レイアウトテーマ] 欄に表示されているテーマのうち、 [カスタム] の下にあ
るものはユーザが作成したテーマです。 また、 テーマ名に 「タッチ」 がついているものは、 モバイルデバイスでの
使用を想定して作成されたテーマで、 タッチ操作が容易になるよう、 ボタンなどが大きめに設計されています。

8.4.2  レイアウトのスタイル
1 つのレイアウトテーマには、 複数のスタイルが含まれており、 レイアウトオブジェクトごとに設定します。 例えば
フィールドやテキストオブジェクトの場合、 デフォルトスタイルには、 フォント指定、 フォント色、 文字サイズ、 枠線指定、
塗りつぶしなど、 主にレイアウトオブジェクトの外観の指定がセットで保存されています。
レイアウト上に新しいレイアウトオブジェクトを追加すると、 現在のテーマが持っているスタイルが適用されます。
他のスタイルを適用したり、 現在のスタイルを編集したりする場合は、 インスペクタの [スタイル] タブで行います。
新しいスタイルを作成してカスタム名を付け、 現在のレイアウトにあるオブジェクト、 パート、 またはレイアウト背
景に適用することもできます。 追加されたスタイルは、 そのテーマを使用するすべてのレイアウトで使用することが
できます。
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演習 8-11  レイアウトテーマを変更する

フォルダ：演習8_11 使用ファイル： 8_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 8-10 で作成した 「タスク詳細」 レイアウトのテーマを変更してみます。
現在、 「タスク詳細」 レイアウトには 「アペックスブルー」 というテーマが割り当てられています。 これを他のテー
マに変更して、 レイアウトの表示がどのように変わるか、 確認してみましょう。

1  「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  テーマを 「ソフィスティケーティッド」 に変更します。
a. レイアウトツールバーのテーマ名の横のアイコンをクリックし、 [テーマの変更] ダイアログが表示
されることを確認します。

b. レイアウトテーマに 「ソフィスティケーティッド」 を選択し、 [OK] ボタンをクリックします。

図8.4-3 演習ファイルのレイアウトテーマを変更

c. レイアウトを保存してブラウズモードに戻ります。

3  ブラウズモードで、 レイアウトテーマ変更後の表示を確認します。

4  同様に、 レイアウトテーマを 「ソフィスティケーティッドタッチ」 や 「ユニバーサルタッチ」 に変更して、
表示の違いを確認してください。

演習終わり
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第9章 スクリプトによる自動化

本章では、 カスタム App を構成するデータベース （第 6 章、 第 7 章）、 レイアウト （第 8 章） に加えて、 も
う一つの重要な要素、 「機能 （ビジネスロジック）」 の実現について確認します。
カスタム App に機能を追加することでさまざまな操作や処理を自動化し、 それまでかかっていた作業時間を大
幅に短縮したり、 データの信頼性を上げたり、 ユーザの操作を容易にしたりすることが可能となります。
FileMaker Pro ではスクリプトや関数、 計算式などを使って機能を実現します。 まずは、 スクリプトとはどうい
うものか、 スクリプトで何かできるかを確認しましょう。

9.1 カスタム App の機能
FileMaker Pro には、 アプリケーションとして元々持っている標準の機能 （コマンド） があります。 例えば、 「新
規レコード作成」 や 「検索」、 「エクスポート」 などです。
一方、 カスタム App には、 その目的に応じた役割を果たすための独自の機能が必要になることがあります。 例
えば、 「ボタンをクリックすると、 商品 A の今月の売り上げを表示する」 ことや、 「顧客リストを印刷する前に確認
のメッセージを表示する」 ことなどです。
個々のカスタム App に特化した機能だけでなく、 カスタム App をより使いやすくするための機能を追加したい
こともあります。 例えば、 本書 「3.4はじめてのスクリプト」 でレイアウトを切り替えるボタンを作成しましたが、 こ
れもカスタム App の機能の 1 つです。
このような機能は、 たいていの場合、 FileMaker Pro の標準の機能を使ってユーザが手作業で実施することが
できます。 しかし、 毎回同じ手順で作業することは、 手間暇がかかるだけでなく、 作業ミスによって想定した結果
が得られない場合や、 作業内容によってはデータが壊れてしまう場合もあります。
FileMaker Pro では、 ユーザの手を煩わせることなく、 安全かつ確実に目的の機能を実現するために、 スクリ

プトを使って機能を実装することができます。 スクリプトによってユーザの作業の一部あるいはすべてを自動的に実
行、 すなわち、 自動化することによって、 ユーザの作業を格段に効率化することができます。

9.1.1  スクリプトとスクリプトステップ
FileMaker Pro のスクリプトは、 FileMaker Pro の標準の機能 （以降、 「コマンド」 と呼びます） を順番に実
行できるように組み合わせて保存したものです。 スクリプトは、 単純なものから複雑なものまで多種多様に作成す
ることができます。
FileMaker Pro のスクリプトには次のような特徴があります。

 • 標準で用意されているコマンドを選択して順番に組み合わせるだけで簡単に作成できる
 • コマンドが日本語名なので内容を直感的に理解できる
 • コマンドの実行に必要な条件をコマンド入力時にオプションとして設定できる

開発者が準備したスクリプトは、 FileMaker Pro が 「あるタイミング」 で実行します。 「あるタイミング」 として
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は、 ユーザがボタンをクリックしたときなどの任意のタイミングや、 ユーザが入力を開始したときなどのイベント （で
きごと、 アクション） を指定することができます。

スクリプトステップ
[レイアウト切り替え] や [印刷] など、 スクリプトを作成するためにあらかじめ用意されているコマンドをスクリプ

トステップといいます。 スクリプトステップを組み合わせて一連の処理を実行し、機能を実現するものがスクリプトです。
スクリプトステップには、 他のスクリプトステップの実行のタイミングを制御するためのものがあります。 例えば、
次のような機能を持つものです。

 • 条件分岐 （指定された条件によって実行する処理を指定）
 • 反復 （条件を満足するまで指定された一連のスクリプトステップを繰り返し実行する）

スクリプトは、 [スクリプトワークスペース] （9.3.2） を使用して作成します。 [スクリプトワークスペース] では、 ス
クリプトステップが機能グループごとにパネル （ステップパネル） に表示されており、そこから必要なスクリプトステッ
プを選択してスクリプトを作っていくことができます。
重要なことは、 スクリプトを作成することは、 ユーザが意識していること／していないことをスクリプトステップに
置き換えるということです。
なお、 ある 1 つの機能を実現するため組み合わせるスクリプトステップやそれらを実行する順序には、 ただ一つ
の正解があるというわけではありません。 まったく同じ処理を、 異なるスクリプトステップを使って作ったり、 スクリ
プトステップの実行順序を変えて作ったりすることもできます。 また、 まったく同じ機能を、 異なる処理で実現する
ことも可能です。
ただ、 作り方によっては、 処理効率 （処理速度） に影響したり、 後で見たときに処理内容が分かりにくくなった
りすることもあるので、 注意が必要です。 よく使われる多くの機能には、 最も効率良く処理できる 「定石」 があり
ます。
最初のうちは、 いったんスクリプトを作成した後で他にどんな実現方法があるかを考えるようにすると、 良い勉
強になります。
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9.2 機能の設計
スクリプトは、 どのように考えて作成するのでしょうか。
機能として実現したいものは、 ほとんどの場合、 何かの作業です。 作業には、 決まった流れ、 つまり順序があ
ります。 その中で、 自動化したい操作や何かしらの結果を出力したい部分を決定します。 そして、 自動で実行され
る部分をスクリプトで作成します。
これをまとめると、 機能は次のような流れで設計します。
（1） 作業の流れ （順序） を考える
（2） 作業の流れのうち自動化する部分を決定する
（3） 自動化する部分の詳細を決定する

単純な機能であれば、 設計なしでいきなりスクリプトを作成しても問題なくできそうです。 しかし、 複雑な機能
を実現するスクリプトを手掛けるようになると、 いきなりスクリプトを作成するよりも、 先に設計をして見通しをつけ
ておいてからの方が作りやすいはずです。
設計には、 テキストエディタ、 スクリプトの中のコメントなどを使うことができます。 手書きしながら考えるので
あれば、 付箋を使って処理の順番や組み合わせを考えるとわかりやすいかもしれません。

9.2.1  どこを自動化するか
作業の中で自動化する部分はどのように決定するのでしょうか。
例として、演習 7-1 で使用した 「タスク管理」 App において、新規に 「タスク」 を作成する作業について考えます。
この作業の順序は、 次のとおりです。
（1） 「タスク」 の新規レコードを作成する
（2） 新規レコードにデータを入力する

ここで、 もう少し詳しく、 実際のカスタム App に即して考えてみます。
演習 7-1 のカスタム App には 「タスク一覧」 と 「タスク詳細」 の 2 つのレイアウトがあり、 このどちらのレイ
アウトでも FileMaker Pro の標準の機能を利用して 「タスク」 テーブルに新規レコードを作成することができます。
しかし、 「タスク一覧」 レイアウトではデータを表示するのみとし、 配置したすべてのフィールドへの入力を禁止
しています。 したがって、 「タスク一覧」 レイアウトで新規にレコードを作成してもデータの入力はできず、 「タスク
詳細」 レイアウトに移動してから入力することになります。 仮に、 「タスク一覧」 レイアウトでもデータを入力できる
ようにしたとしても、 このレイアウトで表示しているフィールドは 4 つだけなので、 すべてのフィールドにデータ入力
することはできません。
以上より、 「タスク一覧」 レイアウトで新規にレコードを作成した後、 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える処理
を入れることによって入力がしやすくなることがわかります。 これによって、 作業の順序は、 次のように細分化する
ことができます。
（1） 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-1) 「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-2) 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える

（2） 新規レコードにデータを入力する

上記の作業の流れのうち (1-1) と (1-2) は、 ユーザが毎回手作業で行うよりも、 ボタンをクリックすることで自
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動的に実行されたほうが楽であり、 また間違いもないので、 自動化の対象となります。
一方、 (2) は自動化の対象にしません。 新規レコードに入力する内容はフィールドオプション （6.3） である程度
は自動入力できますが、 たいていの場合は内容が毎回異なるからです。
上記作業の流れを、 もう少し検討しましょう。
上記では 「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク」 の新規レコードを作成していますが、 新規レコードを作成するレ
イアウトは 「タスク詳細」 レイアウトでも良いはずです。 つまり、新規レコードを作成するレイアウトは、「タスク詳細」
と 「タスク一覧」 のどちらでも良いので、 作業の流れは次のように変更することができます。
（1） 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-1) 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-2) 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える

（2） 新規レコードにデータを入力する

上記の作業の中で自動化する部分は次の部分になります。
（1） 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-1) 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-2) 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える

9.2.2  スクリプト作成前に
自動化する作業の範囲を決定したら、 スクリプトの作成を始める前に次の点を確認します。

 • 材料
どのレイアウトでスクリプトを実行するか、 つまり、 どの TO をコンテキスト （7.2.1） とするか

 • 順序
どのような順番で処理を実行するか

 • 成功 （完了） の条件
どうなったら 「処理が成功した」 と言えるか （どういう結果が出れば良いか）

9.2.1 の 「タスク管理」 カスタム App の例では、 次のように考えることができます。
 • 材料
→新規にレコードを作成するのは 「タスク一覧」 あるいは 「タスク詳細」 レイアウトなので 「タスク管理」 TO

 • 順序
→新規にレコードを作成し、 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える

 • 成功 （完了） の条件
→新規に作成されたレコードに対する 「タスク詳細」 レイアウトが表示される

スクリプトとレイアウト

どのレイアウト （TO） でスクリプトを実行させるか、 はとても重要です。 スクリプトは、 コンテキストの TO に対して
処理を実行するので、 コンテキストを間違うと、 「タスク」 のレコードを削除するはずのスクリプトが 「担当者」 のレコー
ドを削除してしまうといったことが起こりかねません。 スクリプトを実行するのに適切なレイアウトがどれかを常に意識し、
必要に応じて切り替える必要があります。
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9.3 スクリプトの作成
9.3.1  単一ステップからの変換
「3.4　初めてのスクリプト」 では、 演習 3-5、 演習 3-6 でレイアウトを切り替えるボタンを作成しました。 こ
のボタンには、 「単一ステップ」 を指定して、 [レイアウト切り替え] スクリプトステップを 1 つだけ割り当てました。
単一ステップとは、 コマンド、 すなわちスクリプトステップを 1 つだけ直接指定したスクリプトです。
このように、 レイアウトを切り替える機能の場合は、 1 つのスクリプトステップだけで実装することができましたが、
これにさらに機能を付け加えたい場合には、 スクリプトの形式に変換することができます。
単一ステップをスクリプトに変換するには、 [ボタン処理] ダイアログの [スクリプトに変換...] ボタンをクリックしま
す。

図9.3-1 [ボタン処理] ダイアログからスクリプトに変換

スクリプトに変換すると、 [スクリプトワークスペース] （9.3.2） を使って編集することができるようになります。
なお、 単一ステップをスクリプトに変換してもスクリプトステップの内容が同じであれば、 ボタンの動作は同じです。

9.3.2  初めての [スクリプトワークスペース]
FileMaker Pro では、 スクリプトはすべて [スクリプトワークスペース] で管理、 編集することができます。 [スク
リプトワークスペース] には、 スクリプトの作成作業に必要なツールが揃っています。
[スクリプトワークスペース] のウインドウは独立しており、 FileMaker Pro のモードに関係なく、 任意のタイミン
グで表示したり閉じたりすることが可能です。 つまり、 カスタム App を操作しながら、 スクリプトを作成したり編
集したりすることができます。



第9章　スクリプトによる自動化
　スクリプトの作成　

242

図9.3-2 [スクリプトワークスペース]

[スクリプトワークスペース] は、 次の 2 つの方法を使って開くことができます。
 • 方法 1 ： メニューから開く
[スクリプト] メニュー > [スクリプトワークスペース...] を選択します。
または、
[ファイル] メニュー > [管理] > [スクリプト...] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで開く
Ctrl+Shift+S （Windows） あるいは command-shift-S （macOS） を使います。

なお、 [スクリプトワークスペース] を開いている間は、 [スクリプト] メニューの内容がスクリプト作成作業用に変わ
ります。 （図 9.3-3）
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図9.3-3 [スクリプト] メニュー （左 ：通常、 右 ： [スクリプトワークスペース] を開いている時）

[スクリプトワークスペース] は、 ツールバーと、 その下の大きく分けて 3 つの部分から構成されています。 ツー
ルバーの下の部分は、 左から、 スクリプトパネル、 スクリプト編集パネル、 スクリプトステップパネルと呼びます。
両側のパネルは、 表示／非表示を切り替えることができます。

ツールバー
上部のツールバーには、 6 つのボタンが配置されています。 それぞれ次の用途に使用します。

 • スクリプト作成
左端の [+] ボタンをクリックすると、 「新規スクリプト」 という名前のスクリプトが作成され、 スクリプト編集パ
ネルが開きます。

 • スクリプト実行
選択しているスクリプトを実行します。

 • スクリプトのデバッグ
選択しているスクリプトに対して [スクリプトデバッガ] を開いてデバッグできるようにします。

 • FileMaker 製品ごとの利用可能なスクリプトステップの表示
スクリプトステップパネルおよびスクリプト編集パネルに表示されるスクリプトステップが、 選択された 
FileMaker 製品でサポートされているかどうかを確認することができます。

 • スクリプトパネルおよびスクリプトステップパネルの表示／非表示の切り替え
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図9.3-4 [スクリプトワークスペース] のツールバー

スクリプトパネル
ツールバーの下の左のパネルをスクリプトパネルと呼びます。 スクリプトパネルは既に作成されているスクリプト
を管理するために使います。

図9.3-5 [スクリプトワークスペース] のスクリプトパネル

スクリプトパネルで対象のスクリプトを選択し、 スクリプトの複製や削除などの操作を実行することができます。
操作は、[編集] メニュー （Windows）、 [スクリプト] メニュー （macOS）、 ショートカットメニュー、 キーボードショー
トカットなどから選択します。

 • 検索ボックス
スクリプトがたくさんある場合には、 検索ボックスにスクリプト名を一部を入力して検索することができます。 検
索後、 検索ボックス右の [X] ボタンをクリックすると、 検索文字をクリアし、 検索が解除されてすべてのスクリ
プトが表示されます。

スクリプトパネルに表示されるスクリプト名は、 フォルダや区切り線を使って整理して表示することができます。
また、 [スクリプトワークスペース] を閉じているときの [スクリプト] メニューには、 作成したスクリプト名が表示され、
実行することができますが、 この表示もスクリプトパネルで変更することができます。
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スクリプトパネルおよび [スクリプト] メニューの表示は、 検索ボックスの右上にある 3 つのボタンで変更します。
 • [スクリプトメニュー管理] ボタン
クリックすると、 各スクリプト、 フォルダ、 区切り線の先頭にチェックボックスが表示されます。 これらをスクリ
プトメニューに表示しない場合はチェックをオフにします。

 • [新規フォルダ] ボタン
スクリプトパネルにフォルダを生成します。 フォルダにはスクリプトを入れて管理することができます。
フォルダをスクリプトメニューに表示する場合は、 フォルダを使ってスクリプトを階層化して表示することができま
す。 フォルダの中にさらにフォルダを入れることもできます。

 • [新規区切り線] ボタン
選択しているスクリプトの下に区切り線を作成して表示します。

スクリプトパネル上のスクリプト名、 フォルダ、 および区切り線は、 ドラッグして移動することができます。 複数
を同時に選択することもできます （Ctrl キー （Windows） または command キー （macOS） を押しながらクリッ
ク）。

スクリプト編集パネル
[スクリプトワークスペース] の中央のスクリプト編集パネルで、 スクリプトを記述したり編集したりします。 スクリ
プト編集パネルでは、 複数のスクリプトをタブで開くことができます。

図9.3-6 [スクリプトワークスペース] のスクリプト編集パネル

スクリプトパネルでスクリプト名をクリックすると、 その内容がスクリプト編集パネルに表示されます。 このときの
クリックの仕方によって、 表示方法に次のような違いがあります。

 • スクリプト名をクリック （シングルクリック）
スクリプト編集パネルの現在のタブにスクリプトの内容が表示されます。 このとき、 タブタイトル （スクリプト名）
の右横にビュー記号 （目玉アイコン） が表示されます。
スクリプトの内容を変更しないで別のスクリプトをクリックすると、 タブは別のスクリプトの内容に置き換わります。
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 • スクリプト名をダブルクリック
スクリプト編集パネルの新しいタブにスクリプトの内容が表示されます。 タブタイトルにビュー記号は表示されま
せん。
別のスクリプトをクリックあるいはダブルクリックすると、 別のタブで表示されます。

スクリプトは、 スクリプトステップパネルから使用するスクリプトステップを選択して作成していきます。 スクリプト
編集パネルに直接、 スクリプトステップの名前を入力して作成することもできます。 スクリプトステップの名前の一部
を入力すると、 入力補完機能によって候補のスクリプトステップが補足情報とともにリスト表示されるので、 そこか
ら選択して入力することもできます。

図9.3-7 [スクリプトワークスペース] での入力補助

スクリプトの保存
スクリプトは、 次のいずれかの方法で保存します。

 • 方法 1 ： メニューから保存する
[ファイル] メニューの [スクリプトの保存] を選択します。 （Windows）
[スクリプト] メニューの [スクリプトの保存] を選択します。 （macOS）

 • 方法 2 ： ショートカットで保存する
Ctrl+S （Windows） あるいは command-S （macOS） を使います。

 • 方法 3 ： 右クリックメニューで保存する
スクリプトパネルのスクリプト名を右クリックし、 [保存] を選択します。

 • 方法 4 ：
スクリプトのタブか [スクリプトワークスペース] を閉じる際に表示されるダイアログから [保存] を選択します。

表示されているスクリプトを編集すると、 スクリプトパネルのスクリプト名の右端に 「★」 マークが表示されます。
スクリプトを保存すると、 マークは消えます。
スクリプトはこまめに保存しましょう。
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スクリプトステップパネル
スクリプトに使用するスクリプトステップの一覧が表示されます。 スクリプトステップパネルでスクリプトステップを
ダブルクリックすると、 スクリプト編集パネルにそのスクリプトステップが挿入されます。
スクリプトステップパネル上で、 スクリプトステップはカテゴリごとに分類されて表示されます。 検索ボックスの右
上端のボタンをクリックすることによって、 辞書順 （文字コード順） に並び替えて表示することもできます。
ツールバーの FileMaker 製品ごとの利用可能なスクリプトステップの表示ボタンをクリックし、 ポップアップメ
ニューから FileMaker 製品を選択すると、 スクリプトステップパネルに表示されているスクリプトステップのうち、
その製品でサポートされていないスクリプトステップがグレーに変わります。 これによって、 利用予定の FileMaker 
製品でサポートされていないスクリプトステップを確認することができます。
スクリプトステップを選択すると、 スクリプトステップパネルの一番下の [説明] に簡単なヘルプが表示されます。
[説明] の右端の [?] をクリックすると、 Web ブラウザが起動されて FileMaker Pro ヘルプの該当ページが表示
されます。
この他、 スクリプトステップパネルでは次のことができます。

 • 検索ボックス
検索ボックスにスクリプトステップの名前を一部を入力して検索することができます。 検索後、 検索ボックス右
の [X] ボタンをクリックすると、 検索文字をクリアし、 検索が解除されてすべてのスクリプトステップが表示さ
れます。

 • 「お気に入り」 の登録
スクリプトステップパネルの一覧上でスクリプトステップを選択し、 検索ボックスの右上の 「☆」 をクリックすると、
選択したスクリプトステップを 「お気に入り」 のカテゴリに登録することができます。

 • スクリプトステップの並び替え
スクリプトステップパネルの一覧表示をカテゴリ順あるいは辞書順 （文字コード順） に切り替えます。

図9.3-8 [スクリプトワークスペース] のスクリプトステップパネル
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9.3.3  スクリプトステップのオプション
スクリプトステップは、 その処理対象のフィールドや、 処理の内容の詳細をオプションで指定します。
オプションは、 スクリプト編集パネル上のスクリプトステップの後ろに表示される歯車アイコンをクリックし、 表示
されるダイアログで設定します。
スクリプトステップのオプションは、 スクリプトステップごとに内容が異なります。 例えば、 決まった選択肢から指
定するもの、 データベースに作成されているフィールドやリレーションシップを指定するもの、 計算式や文字列入力
で表示される内容を指定するものなどがあります。

図9.3-9 スクリプトステップのオプション例

FileMaker Pro のヘルプのスクリプトステップリファレンスには、 スクリプトごとに、 そのオプションの詳細が説
明されています。 その基本を理解していれば、 スクリプト作成の引き出し （可能性） が広がります。
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演習 9-1  スクリプトの作成 （「新規タスク作成」）

フォルダ：演習9_1から2 使用ファイル： 9_演習タスク.fmp12

この演習では、9.2 節で例として検討したカスタム App 「タスク管理」 の機能を実現するスクリプトを、実際に [ス
クリプトワークスペース] を使って作成します。
作成する機能は、 次のものです。
（1） 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-1) 「タスク」 の新規レコードを作成する
(1-2) 「タスク詳細」 レイアウトに切り替える

これを実現するスクリプトには、 次のスクリプトステップを使います。
 • [新規レコード/検索条件] スクリプトステップ
 • [レイアウト切り替え] スクリプトステップ

1  演習ファイルを開いて、 [スクリプトワークスペース] を表示します。

2  新規スクリプトを作成して名前をつけます。
a. ツールバーの [+] ボタンをクリックして新規スクリプトを生成します。
b. スクリプト編集パネルのタブの 「新規スクリプト」 となっている部分に、 新しいスクリプトの名前
「新規タスク作成」 を入力します。

c. スクリプト編集パネルのタブ以外の部分をクリックすることによって、 名前を確定させます。

図9.3-10 [スクリプトワークスペース] ：新規スクリプトの作成

3  まず、 「(1-1) 『 タスク』 の新規レコードを作成する」 に対応する部分を作成します。
a. スクリプトステップパネルの [レコード] の左の [>] をクリックして、 そのカテゴリーのスクリプト
ステップを表示します。

b. [新規レコード/検索条件] スクリプトステップをダブルクリックして、 スクリプト編集パネルの 1 行
目に [新規レコード/検索条件] が挿入されたことを確認します。
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図9.3-11 [スクリプトワークスペース] ： スクリプトステップパネルからの挿入

4  続いて、 「(1-2) 『 タスク詳細』 レイアウトに切り替える」 に対応する部分を作成します。
a. スクリプトステップパネルの検索ボックスに 「レイアウト」 と入力すると、スクリプトステップ名に 「レ
イアウト」 が含まれるものが表示されることを確認します。

b. [レイアウト切り替え] スクリプトステップをダブルクリックします。
c. 2 行目に [レイアウト切り替え] スクリプトステップが挿入されたことを確認します。

5  [レイアウト切り替え] スクリプトステップのオプションを設定します。 （図 9.3-12）
a. [元のレイアウト] をクリックし、 ポップアップメニューから [レイアウト...] を選択して [レイアウト
の指定] ダイアログを表示します。

b. [レイアウトの指定] ダイアログで 「タスク詳細」 レイアウトを選択します。
c. [OK] をクリックして [レイアウトの指定] ダイアログを閉じます。
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図9.3-12 [レイアウト切り替え] スクリプトステップのオプション指定

6  「新規タスク生成」 スクリプトを保存します。
a. 保存前にスクリプトパネルのスクリプト名の右横にあった 「★」 が、 保存後に消えていることを
確認してください。

図9.3-13 「新規タスク作成」 スクリプト

演習終わり
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9.4 FileMaker スクリプトの実行
作成したスクリプトは、 何かの 「きっかけ」 で実行することができます。
例えば、「3.4　初めてのスクリプト」 の演習 3-5 では、「タスク一覧」 レイアウトの 「詳細」 ボタンにスクリプト （単
一ステップ） を割り当て、このボタンをクリックするという 「きっかけ」 によってスクリプトが実行されて 「タスク詳細」
レイアウトに切り替わりました。
FileMaker Pro でスクリプトを実行する 「きっかけ」 としては、 主に次のものがあります。

 • ボタンのクリック
 • カスタム App の起動時／終了時やレイアウトの操作時 （スクリプトトリガ （9.4.2） による実行）
 • メニューコマンドからの選択
 • 他のスクリプトからの呼び出し

9.4.1  ボタンのクリック
ボタンは最もわかりやすいスクリプトの実行方法で、 一番よく使われます。 レイアウトオブジェクトの 「ボタン」
にスクリプトを割り当てているとき、 ブラウズモードでユーザがボタンをクリックするとスクリプトが実行されます。
レイアウトオブジェクト 「ボタン」 の他に、 例えば次のレイアウトオブジェクトにもボタンとしてスクリプトを割り当
てることができます。

 • フィールドオブジェクト
 • グラフィックオブジェクト （ボタン以外の線や四角、 テキストなど）

図9.4-1 グラフィックオブジェクトツール

レイアウトオブジェクトをボタンとして設定する手順
（1） レイアウトオブジェクトを選択し、 [書式] メニューの [ボタン設定] （または、 右クリックで [ボタン設定]） を
選択します。

（2） [ボタン設定] ダイアログで 「単一ステップ」 あるいは 「スクリプト実行」 を選択します。
スクリプトステップを直接 1 つだけ割り当てる場合は 「単一ステップ」、 あらかじめ用意しているスクリプトを
割り当てる場合には 「スクリプト実行」 を設定します。
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図9.4-2 [ボタン設定] ダイアログ

なお、 単一ステップを割り当てることができるのは、 ボタンだけです。 ボタンに単一ステップを設定しているとき、
それだけでは処理が足りないなと思ったら、スクリプトに変換して （9.3.1）、スクリプトとして編集することができます。
作成したボタンの設定を変更するには、 オブジェクトをダブルクリックするなどして [ボタン設定] ダイアログを表
示します。

[スクリプト指定] ダイアログ
レイアウトオブジェクトの 「ボタン」 をレイアウト上で描画
した後、 あるいは、 「ボタン」 以外のレイアウトオブジェクト
に対して 「ボタン設定」 を指定すると、 [ボタン設定] ダイア
ログが表示されます。 ここで [処理] として 「スクリプト実行」
を選択すると、 [スクリプト指定] ダイアログが表示されます。
[スクリプト指定] ダイアログでは、 既存のスクリプトとその
オプション引き数を指定することができます。 また、 [スクリ
プトワークスペース] を開いて、 既存のスクリプトを編集した
り新規にスクリプトを作成したりすることもできます

図9.4-3 [スクリプト指定] ダイアログ

演習 9-2  ボタンへのスクリプトの割り当て

フォルダ：演習9_1から2 使用ファイル： 9_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 9-1 で作成した 「新規タスク作成」 スクリプトを、 「タスク一覧」 レイアウトのボタンに割
り当てます。

1  演習ファイルを開いて 「タスク一覧」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードに切り替えます。

2  ボタンを作成します。
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a. ステータスツールバーのボタンアイコンをクリックした後、 上部ナビゲーションパートに、 ボタン
の大きさの四角を描いてボタンを作成します。

b. ボタンの描画後、 [ボタン設定] ダイアログが表示されることを確認します。

3  ボタンにスクリプトを割り当てます。
a. [ボタン設定] ダイアログで、 ボタン名として 「新規タスク」 を入力します。 ボタンのラベルタイ
プは、 ラベルのみ表示にしておきます。

b. [処理:] のポップアップメニューから 「スクリプト実行」 を選択し、 [スクリプト指定] ダイアログを
表示します。

c. [スクリプト指定] ダイアログで 「新規タスク作成」 スクリプトを選択します。

図9.4-4 ボタンにスクリプトを割り当てる

d. [OK] ボタンをクリックして [スクリプト指定] ダイアログを閉じます。
e. [ボタン設定] ダイアログを閉じます。

4  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

5  作成したボタンをクリックして、 「タスク詳細」 レイアウトに移動して新規タスクが表示された状態になる
ことを確認します。

演習終わり

9.4.2  スクリプトトリガによる実行
ユーザが意識的にボタンをクリックしたときではなく、 ユーザが意識することなく、 何かの 「きっかけ」 （イベント）
が発生したときにスクリプトを実行するように指定することができます。 この仕組みをスクリプトトリガと言います。
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スクリプトトリガは、 スクリプトトリガを割り当てる対象によって次の 3 種類に大きく分類することができます。
（1） ファイルのスクリプトトリガ
（2） レイアウトのスクリプトトリガ
（3） レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ

スクリプトトリガについては 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 で詳しく学習しますが、 ここでは簡
単に上記 3 種類のスクリプトトリガについて確認します。

ファイルのスクリプトトリガ
ファイルを開閉する場合やウインドウを開閉する場合などにスクリプトトリガを設定することができます。
例えば、 OnFirstWindowOpen スクリプトトリガは、 カスタム App ファイルを開いた直後に、 指定されたスク
リプトを実行します。 これは、 ユーザ環境 （デバイス） に合ったレイアウトに切り替えたり、 特定の検索実行したり
といった、 カスタム App の初期設定処理に利用することができます。

 • 設定方法
[ファイル] メニューから [ファイルオプション...] を選択し、 [スクリプトトリガ] タブをクリックします。 そして、 使
用するスクリプトトリガを選択し、 実行するスクリプトを指定します。

図9.4-5 [ファイルオプション] ダイアログの [スクリプトトリガ] タブ

レイアウトのスクリプトトリガ
レイアウトを切り替えた場合、 レコードを移動 （表示）、 編集、 確定した場合、 モードを切り替えた場合などにス
クリプトを実行します。
例えば、 OnLayoutEnter スクリプトトリガは、 レイアウトを切り替えた直後にスクリプトを実行します。

 • 設定方法
レイアウトモードで [レイアウト] メニューから [レイアウト設定...] を選択し、 [スクリプトトリガ] タブをクリックし
ます。 そして、 使用するスクリプトトリガを選択し、 実行するスクリプトを指定します。
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図9.4-6 [レイアウト設定] ダイアログの [スクリプトトリガ] タブ

レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ
レイアウト上のフィールドやタブコントロール、 ボタンなどのオブジェクトがアクティブになった場合や、 キーボード
入力、 値の変更などユーザのアクションによるイベント発生でスクリプトを実行します。
例えば、 OnObjectKeystroke スクリプトトリガは、 オブジェクトがアクティブ状態のときにキーボードから 1 つ
以上の文字が入力された直後にスクリプトを実行します。

 • 設定方法
レイアウトモードで対象のレイアウトオブジェクトを選択し、 [書式] メニュー > [スクリプトトリガ設定...] を選択し
ます。 そして、 表示された [スクリプトトリガ設定] ダイアログで指定するスクリプトトリガを選択し、 実行する
スクリプトを指定します。

図9.4-7 レイアウトオブジェクトの [スクリプトトリガ設定] ダイアログ
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スクリプト実行のタイミング

スクリプトトリガは、 スクリプトを実行する 「きっかけ」 となるイベントの処理前にスクリプトを実行するものと、 イベン
トの処理後にスクリプトを実行するものとがあります。 とても便利な反面、ユーザに対して常に適切なタイミングでメッセー
ジを出すことが抑制されてしまうことがあります。
スクリプトトリガを利用するときには、 ユーザを驚かせたり困らせたりしないよう、 様々な状況を想定して、 注意深く考
えて設定する責任も生まれます。 スクリプトトリガを使用する場合は特に、 テストを丁寧に実施してください。

9.4.3  スクリプトメニューからの選択
作成したスクリプトは、 ユーザが任意のタイミングで [スクリプト] メニューから直接実行することもできます。

図9.4-8 [スクリプト] メニューからのスクリプト実行

ただし、 [スクリプト] メニューからスクリプトを実行するときは、 いつでも、 どのレイアウトからでも実行すること
ができます。 つまり、 任意のコンテキストで実行できてしまうので、 場合によっては、 まったく想定していなかった
処理が実行されてしまうことがあります。 [スクリプト] メニューから実行する場合は、 この点に特に注意をしてくだ
さい。

スクリプト実行のショートカット

[スクリプト] メニューに表示される最初の 10 個のスクリプトには、 自動でキーボードショートカットが割り当てられてい
ます。
Ctrl+数字 （1 ～ 0） （Windows）、 または、 command-数字 （1 ～ 0） （macOS） で利用できます。

9.4.4  他のスクリプトからの呼び出し
スクリプトから別のスクリプトを実行する （「呼び出す」） ことができます。 例えば、 用紙設定をするスクリプトなど、
定型の共通の機能を実現するスクリプトを用意しておけば、 複数のスクリプトで同じ処理をする場合に、 そのスクリ
プトを呼び出して使うことができます。

図9.4-9 他のスクリプトからのスクリプト実行

あるスクリプト内で別のスクリプトを実行するには、 [スクリプト実行] スクリプトステップを使用します。
なお、 FileMaker Pro ファイルが FileMaker Cloud あるいは FileMaker Server 上でホストされている場合
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は、 大量データを使うスクリプトや時間のかかるスクリプトをサーバー上で実行するように指定することもできます。
この場合は [サーバー上のスクリプト実行] スクリプトステップを使用します。

9.4.5  その他の FileMaker スクリプト実行方法
スクリプトを実行するには、 これまで見てきた他に、 次のような方法もあります。 今の段階ですべてを理解する
必要はありませんが、 可能性を知っておくことによって、 この先もっとうまく利用したいときに役立ちます。

 • FileMaker Server および FileMaker Cloud でのスクリプト実行
FileMaker Server および FileMaker Cloud では、 共有しているカスタム App のスクリプトを実行するス
ケジュールを作成し、 指定したタイミングで実行することができます。
なお、 FileMaker Server および FileMaker Cloud で共有されているファイルのスクリプトは通常、 クライア
ント上で実行されますが、 [サーバー上のスクリプト実行] スクリプトステップを使ってサーバー上でスクリプトを実
行し、 処理効率上げることができます。

 • 他のシステムからの実行
他のシステムから URL を使用してカスタム App ファイル内のスクリプトを実行することができます。

 • JavaScript からの実行
Web ビューア （Web サイトの情報を表示できるレイアウトオブジェクト） を使って JavaScript を実行するこ
とができますが、 その JavaScript の中から FileMaker スクリプトを実行することができます。

 • カスタムメニューからの実行
FileMakar Pro の通常のメニューを独自のメニューにカスタマイズして、メニューに割り当てられている機能 （コ
マンド） を変更することができますが、 スクリプトあるいはスクリプトステップを割り当てることもできます。 こ
れによって、 カスタムメニューからスクリプトを直接実行することができます。

 • ショートカットによるスクリプトの実行 （macOS）
macOS Monterey 12.0 の FileMaker Pro 19.4.1 および FileMaker Go 19.0 より、 macOS、 iOS、 お
よび iPadOS のショートカット App または Siri 音声コマンドで FileMaker スクリプトを実行することができ
ます。

9.5 スクリプトの削除
スクリプトは、 [スクリプトワークスペース] のスクリプトパネルでスクリプト名を右クリックし、 メニューから [削除] 
を選択することで削除することができます。
ただし、 スクリプトの削除は元に戻せません。 どこに割り当てられていたかを覚えていたつもりでも、 思わぬと
ころから実行されていることはよくあります。 スクリプトの削除は十分注意をして、 慎重に実施してください。
なお、 カスタム App のどこからスクリプトが実行されているかを確認するには、 データベースデザインレポート

（DDR） の使用が便利です。

データベースデザインレポート （DDR）

データベースデザインレポート （DDR） は、 カスタム App の情報をドキュメント化して HTML または XML 形式で
書き出す機能です。 スクリプトがどこで使われているかだけでなく、 データベースの構造や統計情報なども確認すること
ができます。
なお、 この機能は、 [環境設定] ダイアログボックスの [一般] タブで [高度なツールを使用する] が選択されている場
合に使用できます （1.2.6）。



Claris FileMaker Guidebook ：基礎編

259

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

第10章 計算式を理解しよう

「計算式」 というと数学を思い出すかもしれません。 FileMaker Pro での計算式は、 定数やフィールドの値を
参照して演算子や関数を使って計算結果を導き出すことが主な目的です。 そして、 その計算結果をフィールドに設
定したり、 何らかのアクションを起こすための条件判定に使ったりします。
計算式はカスタム App のいろいろな場所で利用できます。 計算式をきちんと理解して、 便利に利用できるよう
にしましょう。

10.1 計算式と評価
計算式は、 関数や演算子を使って記述された式です。 計算式を計算して結果の値を得ることを 「計算式を評価

する」 と言います。
FileMaker Pro では、 計算式を例えば次のような場面で利用することができます。
（1） フィールド値の設定 （入力値の自動化、 入力値の制限、 計算フィールドの値設定など）
（2） レイアウト （条件付き書式など）
（3） スクリプトで使う値の計算 （一時変数の計算など）

計算式には、 次の要素を含めることができます。
 • 定数：  数値、 テキスト、 日付、 時刻などの値で、 値が変化しないもの
 • 演算子： 複数の値をどのように計算または比較するかを指定する記号
 • 関数：  あらかじめ定義され、 名前が付けられている計算式
 • フィールド ： 同じテーブルまたは関連テーブルのフィールド

計算結果のタイプ
計算式はフィールド値や定数に対して評価され、 結果を返します。
計算結果は、 数値だけでなく、 テキストや日付、 論理値 （真偽値） （10.1.2） などになる場合があります。 この
ような計算結果の種類を、 計算結果のタイプと言います。
計算結果のタイプは、 計算式を指定する箇所によって決まっていたり、 ユーザが指定しなければならなかったり
します。

10.1.1  関数
関数とは、 あらかじめ定義され、 名前が付けられている計算式です。 関数に渡されて計算に使われる値を、 引

数 （ひきすう） と呼びます。 関数は、 同じ引数が与えられた時には、 いつ評価しても同じ結果を返します。
FileMaker Pro において、 関数による計算式に引数として値を渡すと、 結果 （値） が返ります。 関数によっては、
引数が不要なもの、 2 つ以上の引数が必要なもの、 必須の引数と任意の引数が組み合わさっているものなど、 さ
まざまです。
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関数が与えられた引数を使って計算した結果を、 戻り値と呼びます。 戻り値は、 データタイプを持ちます。
FileMaker Pro には、 次のような種類の関数が用意されています。

 • テキスト関数  • オブジェクト関数  • 三角関数

 • 書式設定関数  • 日本語関数  • 論理関数

 • 数字関数  • JSON 関数  • その他の関数

 • 日付関数  • 統計関数  • 取得関数

 • 時刻関数  • 繰り返し関数  • デザイン関数

 • タイムスタンプ関数  • 財務関数  • モバイル関数

10.1.2  論理式
論理式とは、 評価の結果を 「真 （True）」 または 「偽 （False）」 （論理値） で返す式です。 比較演算子を使っ
た式や、 条件を満足するかどうかを判定する関数がこれにあたります。 例えば、 次の式は論理式です。
タスク管理::期限 ≧ Get (日付)

この式は、「タスク管理」 テーブルの 「期限」 フィールドの値 （日付タイプ） が、「今日 （ Get (日付) 関数の戻り値）」
と同じあるいは大きいかどうかを判定します。 そして、 フィールド値が 「今日」 と同じあるいは大きい場合 （期限
を過ぎていない） は 「真」、 そうでなければ （期限を過ぎている） 「偽」 を返します。
なお、 「真」 「偽」 の値はそれぞれ、 数値で 「1」 「0」 に対応付けられています。

テキストの比較
文字列が一致しているかどうかを判定したい場合、 比較演算子を使った論理式で評価すると、 意図しない結果
が返ることがあります。
例えば、 比較演算子は大文字と小文字を区別しないので、 次の論理式は 「真 (1)」 を返します。
"A" = "a"

大文字と小文字を区別して比較したい場合は、 Exact 関数を使用します。

Exact ( テキスト ; 比較テキスト )

2 つのフィールドの内容が一致する場合は 「1」 (真) を返します。 それ以外の場合は 「0」 (偽) を返します。
テキストが完全に一致するには、 大文字と小文字の使い方も同じである必要があります。

例 ：
Exact ( "ウインドウ" ; "ウィンドウ" )  → 「0」 （偽） が返ります。
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論理式とデータタイプ
フィールドに入力されている数値や日付、 タイムスタンプを比較演算子で評価する場合、 その計算式で意図して
いるフィールドタイプが設定されているかどうか、 注意が必要です。
例えば、 次の計算式は日付の大小比較を目的としていますが、 「偽 （0）」 を返します。
  日付1 < 日付2
※ ただし、 「日付1」 フィールドの値は 「2022/10/2」
  「日付2」 フィールドの値は 「2022/10/11」

10 月 2 日よりも 10 月 11 日の方が後の日付なので 「真 （1）」 が返ることを期待していたのですが、なぜでしょ
うか。
それは、 フィールド 「日付1」 「日付2」 がどちらもテキストタイプのフィールドとして定義されていたからです。
テキストタイプのフィールドの比較は、 文字列として比較されます。 数字の入った文字列が入力されたテキストタ
イプのフィールドを昇順でソートした場合と同じように、左側の文字から順に大小比較をしていき、9 番目の文字 「2」
と 「1」 を比較したところで、 前者の方が大きいと判定されたためです。
上記はテキストタイプのフィールドの例ですが、 計算式にフィールド値を使用している場合も同じです。 テキ
ストタイプのフィールド値を日付として使用する場合や、 式に直接 「2022/10/2」 と文字列を入力する場合は、
GetAsDate 関数 （10.3.6） を使用します。

GetAsDate ( テキスト )

テキストに含まれる日付をフィールドタイプ日付として返します。
この関数を使用し、 日数を日付に変換できます。 数値を引数として指定する場合は、 1 (0001/1/1) および 1460970 
(4000/12/31) の間にする必要があります。

GetAsDate 関数を使用して上記 「日付1」 「日付2」 フィールドの比較する場合は、 次のように記述します。
GetAsDate (日付1) < GetAsADate (日付2)

上記計算式では、 テキストタイプのフィールドの値を GetAsDate 関数で日付タイプに変換して比較しています。
この結果は 「真 （1）」 を返します。
なお、 上記計算式 （論理式） は、 Date 関数 （10.3.3） を使って次のように記述した場合と同じ結果です。
Date ( 10 ; 2 ; 2022 ) < Date (10 ; 11 ; 2022)
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10.2 計算式の作成
計算式は、 どこで使われる場合にも主に [計算式の指定] ダイアログで記述します。 ここでは、 [計算式の指定] 
ダイアログの使い方を確認し、 実際に計算式を作成してみましょう。

10.2.1  初めての [計算式の指定] ダイアログ
[計算式の指定] ダイアログは計算式の内容を定義するもので、 鉛筆のアイコン、 fx マーク、 [指定...] などのボ
タンやメニューをクリックすることなどにより表示されます。 どこから開いても、 FileMaker Pro のパワフルな計算
式を評価する仕組み （計算式エンジン） を利用することができます。

図10.2-1 [計算式の指定] ダイアログ

ダイアログ上部の [次のコンテキストからこの計算式を評価する:] では、 計算式を評価するコンテキストを設定し
ます。 リレーションシップグラフで 2 つ以上の TO が作成されているソーステーブルの計算フィールドに対して使用
します。
ダイアログ左下の [計算結果:] には、 計算結果のタイプが表示されます。 計算タイプのフィールドを設定する場
合は、 ユーザがここで計算結果のタイプを指定します。 このとき、 計算結果のタイプが適切に設定されていないと
意図しないエラーになることがあるので、 注意が必要です。
計算タイプのフィールドの設定時以外では、 ほとんどの場合、 [計算結果:] にはあらかじめ適切なタイプが設定さ
れていて変更することはできません。 例えば、ポップアップヘルプでは 「テキスト」、[次の場合にオブジェクトを隠す]
（10.2.3） や条件付き書式 （10.2.3） では 「論理値」 が設定されます。
計算式は、 ダイアログ中ほどのフィールドパネル、 計算式パネル、 関数パネルを使って作成します。 計算式を
記述して [OK] をクリックすると、 計算式にエラーがないかチェックされます。 式が間違っている場合には、 その箇
所を示したメッセージが表示されます。

フィールドパネル
[計算式の指定] ダイアログ左側のフィールドパネルでは、 計算式で使用するフィールドを指定します。
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図10.2-2 [計算式の指定] ダイアログ：フィールドパネル

 • テーブルオカレンス （TO） の選択
フィールドパネルの一番上に TO の切り替え用ポップアップメニューがあります。
ここで指定した TO と、 [次のコンテキストからこの計算式を評価する] で指定されている TO に関連 （リレー
ションシップ） がない場合、 計算式がエラーになることがあるので注意が必要です。
なお、 グローバル格納を使用するフィールド （6.3.3） は関連がなくても計算式中で参照することができます。

 • フィールドの検索
[検索] ボックスに文字列を入力すると、 指定されている TO から該当するフィールド名を検索します。 [検索] 
ボックスに文字列を入力したときに表示されるボックス右の [X] ボタンをクリックすると、 検索が解除されてす
べてのフィールドが表示されます。

 • フィールドの表示
[検索] ボックスの下に表示されている各フィールド名の先頭には、 フィールドタイプがアイコンで示されていま
す。 [検索] ボックスの右のアイコンをクリックすると、 作成順、 フィールド名、 フィールドタイプ、 カスタム順位
の選択肢から表示順を選択して切り替えることができます。

[データベースの管理] ダイアログを開く

計算式を記述している途中でリレーションシップやテーブル、 フィールドの追加や変更が必要になったら、 TO を選択す
るプルダウンリストの最後の [データベースの管理...] を選択して [データベースの管理] ダイアログを表示することができ
ます。 そして、 [データベースの管理] ダイアログで必要なデータベースの変更を行ってから、 再度、 [計算式の指定] ダイ
アログに戻って計算式の記述を続けることができます。
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計算式パネル
[計算式の指定] ダイアログ中央の計算式パネルでは、 計算式を実際に記述します。

図10.2-3 [計算式の指定] ダイアログ：計算式パネル

フィールドパネルのフィールド名あるいは関数パネルの関数名をダブルクリックすると、 計算式パネルの入力カー
ソルの位置にその名前が挿入されます。 また、 計算式パネルのすぐ右の演算子や記号ボタンは、 シングルクリック
で挿入されます。

 • 直接入力のサポート
計算式パネルに直接文字列を入力し、 入力サポートを利用しながら計算式を作成することができます。
計算式パネルで文字列を入力し始めると、 候補のフィールド名や関数名のリストが補足情報と一緒にポップアッ
プ表示され、 その中の一つを選択すると計算式パネルへの入力が補完されます。

 • 演算子と記号ボタン 
計算式パネルのすぐ右に縦に配置された演算子ボタンで、 次の 4 種類があります。
 – 文字列演算子と記号 （" ", (), &, ¶）
 – 比較演算子 （=, ≠, >, <, ≥, ≤）
 – 算術演算子 （+, -, /, *, ∧）
 – 論理演算子 （not, and, or, xor）
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関数パネル
[計算式の指定] ダイアログ右側の関数パネルでは、 計算式に使用する関数を指定します。

図10.2-4 [計算式の指定] ダイアログ：関数パネル

「関数パネル」 では、 関数は名前あるいは種類の順に表示されます。 「関数パネル」 の [検索] ボックスの右の
アイコンをクリックすると、 表示順を切り替えたり、 表示する関数の種類を指定することができます。

図10.2-5 [計算式の指定] ダイアログ：関数パネル
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 • 関数の検索
[検索] ボックスに文字列を入力すると、 該当する関数を検索します。 [検索] ボックスに文字列を入力したとき
に表示されるボックス右の [X] ボタンをクリックすると、 検索が解除されます。

 • 関数パネル表示 / 非表示のボタン
「関数パネル」 の右上のアイコンをクリックすることによって、 「関数パネル」 の表示／非表示を切り替えること
ができます。 「関数パネル」 を非表示にすることによって、計算式パネルの領域を広げて作業することができます。

10.2.2  計算フィールドの計算式
[データベースの管理] ダイアログで計算タイプのフィールドを作成すると、 [計算式の指定] ダイアログが表示さ
れ、 計算式を入力できます。

図10.2-6 [計算式の指定] ダイアログ （計算タイプのフィールド）

計算タイプのフィールドに計算式を設定する場合には、 [計算結果:] に適切なタイプを設定する必要があります。
また、 [索引オプション...] で計算結果を保存するかどうかを設定できます （図 10.2-7）。 [フィールドの索引オプ

ション] ダイアログで [計算結果を保存せず必要時に計算する] をオンにしていると、 計算式で使用しているフィー
ルド値が更新されたときに再計算されます。
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図10.2-7 [計算式の指定] ダイアログ：索引オプション

計算タイプのフィールドは手入力できない

計算タイプのフィールドをレイアウトに配置し、 値を変更しようとしても、 変更することはできず、 変更できないというメッ
セージが表示されます。 計算タイプのフィールドは、 手入力で値を変更することはできません。

演習 10-1  計算タイプのフィールドを定義する （計算結果が数字タイプ）

フォルダ：演習10_1から2 使用ファイル： 10_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 カスタム App で管理しているタスクに、 タスクの完了期限までの日数を保持でき
るようにします。
タスクの期限まであとどれくらいかわかるように、 「タスク」 テーブルに計算タイプのフィールド 「計算_期限まで
の日数」 を追加します。 計算の内容は、 次のとおりです。
タスクの期限 - 今日

この計算結果は、 タスクの期限が 「今日」 より後であれば 「1 以上」、 ちょうど 「今日」 であれば 「0」、 「今日」
より前であれば 「-1 以下」 となります。

 • 計算結果： 1 以上 →期限内
 • 計算結果： 0  →期限内
 • 計算結果： -1以下 →期限超過

「今日」 の日付データを取得するには、 Get (日付) 関数を使用します。
この演習ではさらに、 レイアウトに期限までの日数を表示し、 期限超過の場合に赤く表示されるようにします。

1  [データベースの管理] ダイアログを開き、 「タスク」 テーブルが選択されている状態で [フィールド] タブ
を選択します。
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2  後で動作確認をするために、 「タスク」 テーブルの 「期限」 フィールドに今日以前の日付が入力できるよ
うにしておきます。
a. 「期限」 フィールドを選択し、 [オプション...] の [入力値の制限] タブで [計算式で制限] のチェッ
クをオフにします。

3  計算タイプのフィールド 「計算_期限までの日数」 を作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「タスク」 テーブルが選択されていることを確認します。
b. フィールド名 「計算_期限までの日数」、 タイプに [計算] を選択して [作成] ボタンをクリックし
ます。

c. [計算式を指定] ダイアログが表示されたら、 次の設定をします。 （図 10.2-6 を参考にしてくだ
さい。）
 • 計算式： 期限 - Get ( 日付 )
 – 「期限」 はフィールドパネルで選択してダブルクリックで挿入します。
 – 演算子 「-」 は、 演算子ボタンをクリックして挿入します。
 – Get ( 日付 ) 関数は、 関数パネルで選択してダブルクリックで挿入します。

 • [計算結果:] ： 数字
d. [計算式を指定] ダイアログの [索引オプション...] をクリックし、 [索引] の [計算結果を保存せず
必要時に再計算する] をオンにします。 （図 10.2-7 を参考にしてください。）

e. [OK] を何度かクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

4  「タスク詳細」 レイアウトに 「計算_期限までの日数」 フィールドを配置します。
a. ヘッダパートを追加して、 高さを 50 pt 程度にします。
b. 追加したヘッダパートに、 作成した 「計算_期限までの日数」 フィールドを配置します。
c. 期限を超過している （「計算_期限までの日数」 フィールドの値がマイナス） 場合に、 文字を赤く
するよう、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] を次のように設定します。
 • [書式] ： 小数
 • [表記法] ： なし
 • [マイナス表示] ： 書式に 「-1234」 を選択し、 色に赤を選択

d. 必要に応じてフィールドの文字サイズ、 フィールドのサイズ、 位置を調整します。
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図10.2-8 インスペクタの [データ] タブの　[データ書式設定]

5  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに移動します。

6  配置した 「計算_期限までの日数」 フィールドの動作を確認します。
a. 「期限日」 に今日以降の日付を入力して、「計算_期限までの日数」 フィールドの値 （残り日数） と、
フィールド値が黒く表示されることを確認します。

b. 「期限日」 に今日の日付を入力して、 「計算_期限までの日数」 フィールドの値 （残り日数） と、
フィールド値が黒く表示されることを確認します。

c. 「期限日」 に今日以前の日付を入力して、「計算_期限までの日数」 フィールドの値 （マイナス） と、
フィールド値が赤く表示されることを確認します。

図10.2-9 「計算_期限までの日数」 フィールドの表示

演習終わり
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演習 10-2  計算タイプのフィールドを定義する （計算結果がテキストタイプ）

フォルダ：演習10_1から2 使用ファイル： 10_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 カスタム App で管理しているタスクに、 タスクのステータスと完了期限までの日
数を保持できるようにします。
タスクのステータスと期限までの日数がわかるように、「タスク」 テーブルに計算タイプのフィールド 「計算_ステー
タスと日数」 を追加します。 計算の内容は、 次のとおりです。
ステータス & "　あと　" & 計算_期限までの日数 & " 日"

このフィールドの計算式では関数は使用しておらず、 フィールド値と文字列を並べただけです。 演算子 「&」 は、
文字列を結合するときに使用します。
なお、 この 「計算_ステータスと日数」 フィールドは、 [索引オプション...] で計算結果を保存するように設定する
ことができません。 これは、 これは他の非保存タイプのフィールド 「計算_期限までの日数」 を計算式の中で使用
しているためです。
作成した 「計算_ステータスと日数」 フィールドは、 「タスク詳細」 レイアウトに配置します。

1  計算タイプのフィールド 「計算_ステータスと日数」 を作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログで 「タスク」 テーブルが選択されていることを確認します。
b. フィールド名 「計算_ステータスと日数」、 タイプに [計算] を選択して [作成] ボタンをクリックし
ます。

c. [計算式を指定] ダイアログが表示されたら、 次の設定をします。
 • 計算式： ステータス & "　あと　" & 計算_期限までの日数 & " 日"
 • [計算結果:] ： テキスト

図10.2-10 「計算_ステータスと日数」 フィールドの計算式
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d. [索引オプション...] をクリックし、 [索引] の [計算結果を保存せず必要時に再計算する] が既に
オンになっていることを確認します。

e. [OK] を何度かクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

2  「タスク詳細」 レイアウトに 「計算_ステータスと日数」 フィールドを配置します。
a. ヘッダパートの 「計算＿期限までの日数」 フィールの横に並べて配置します。
b. フィールドの文字サイズ、 フィールドのサイズ、 位置を調整します。

 • 文字サイズは、 インスペクタの [外観] タブの [テキスト] で 「18」 pt を選択

3  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに移動します。

4  配置した 「計算_ステータスと日数」 フィールドの動作を確認します。
a. 「期限日」 に今日以前の日付を入力するなどして、 表示される値 （文字列） を確認します。

図10.2-11 「計算_ステータスと日数」 フィールドの表示

演習終わり

10.2.3  レイアウトの計算式
FileMaker Pro では、 計算式を使ってレイアウト上での表示を制御することができます。
演習 10-1 では、 フィールド値がマイナスの場合に、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] を使っ
て表示の書式 （文字色） を変更するようにしました。 計算式を使うと、 さらに柔軟に、 レイアウトオブジェクトの外
観や表示／非表示を変更することができます。
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図10.2-12 レイアウトの [計算式の指定] ダイアログ

なお、 レイアウトで使用する計算式の結果のタイプは、 論理値のみです。

条件付き書式
条件付き書式とは、 指定した条件を満たす場合にレイアウトオブジェクトの書式設定を自動的に変更するもので
す。 この条件として計算式を指定することができます。
条件付き書式の設定は、 レイアウト上での表示や印刷時の表示に影響しますが、 データベース中のデータ自体に
は影響しません。
なお、条件付き書式は、テキストではない図形のレイアウトオブジェクト （長方形や楕円など） やポータル （8.2.2）
には設定できません。
条件付き書式は、レイアウトモードで対象とするレイアウトオブジェクトを選択し、[書式] メニューから [条件付き...] 
を選択して [条件付き書式] ダイアログで設定します。



第10章　計算式を理解しよう
　計算式の作成　

273

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

図10.2-13 [条件付き書式] ダイアログ （演習 10-3）

[次の場合にオブジェクトを隠す]
ある条件を満たす時にレイアウトオブジェクトを表示あるいは非表示にするには、 インスペクタの [データ] タブで 
[次の場合にオブジェクトを隠す] を設定します。
このレイアウトオブジェクトの表示／非表示の設定に、 計算式を使います。

図10.2-14 [次の場合にオブジェクトを隠す] への計算式の設定

演習 10-3  条件付き書式を設定する

フォルダ：演習10_3 使用ファイル： 10_演習タスク.fmp12

この演習では、 条件付き書式を使って、 タスクの期限までの日数の表示の書式を変更します。
演習 10-1 では、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] を使って、 期限超過の場合のフィールド
値の文字色を変更しましたが、 フィールド値だけでなく、 左右のテキストの書式を変更します。
具体的には、 「計算_期限までの日数」 フィールドの前後に 「あと」 と 「日です！」 というテキストオブジェクト
を配置し、 「期限」 フィールドが今日よりも前の場合に、 これらのテキストを太字で、 文字色を赤にします。
さらに、期限を超過している場合のみ、警告のテキストを表示するようにします。 この設定は、インスペクタの [デー
タ] タブで [次の場合にオブジェクトを隠す] を使います。
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1  「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。

2  「計算_期限までの日数」 フィールドの前後にテキストオブジェクトを配置します。
a. 「計算_期限までの日数」 フィールドのフィールドラベルを削除します。
b. 「計算_期限までの日数」 フィールドの左側に 「あと」、 右側に 「日です！」 と入力したテキスト
オブジェクトを配置し、 文字サイズを 18 pt に変更します。

図10.2-15 ヘッダパートに条件付き書式を設定するテキストオブジェクトを配置

3  追加したテキストオブジェクトに条件付き書式を設定します。
a. 「あと」 と 「日です！」 の 2 つのテキストオブジェクトを選択します （ shift キーを押しながら 
2 つめのオブジェクトをクリックします）。

b. [書式] メニューから [条件付き...] を選択して、 [選択されたオブジェクトの条件付き書式] ダイア
ログが表示されることを確認します。

c. [追加] をクリックして新規条件を作成します。
d. [条件] のポップアップメニューから 「計算式が」 を選択し、 右端の [指定...] をクリックして [計
算式の指定] ダイアログを表示します。

e. [計算式の指定] ダイアログで次の計算式を入力します。
タスク管理::期限  <  Get ( 日付 )

f. [OK] をクリックして [計算式の指定] ダイアログを閉じます。
g. [条件付き書式] ダイアログの [書式] で、 「太字」 と 「文字色」 にチェックを入れて、 「文字色」
の右側の色パレットをクリックして赤色を選択します。 （図 10.2-13 を参照してください。）

h. [OK] をクリックして [条件付き書式] ダイアログを閉じます。

4  期限を超過している場合 （期限日の翌日以降） にのみ表示されるテキストを配置します。
a. 「日です！」 の後ろに、 テキスト 「期限が過ぎています！」 を配置します。
b. インスペクタの [外観] タブで、 追加したテキストのフォントサイズを 18 pt、 色を赤に設定します。
c. インスペクタの [データ] タブで [次の場合にオブジェクトを隠す] の鉛筆アイコンをクリックし、[計
算式の指定] ダイアログを表示します。

d. [計算式の指定] ダイアログで次の計算式を入力します。
タスク管理::期限  >  Get ( 日付 )

e. [OK] をクリックして [計算式の指定] ダイアログを閉じます。
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図10.2-16 [次の場合にオブジェクトを隠す] の設定

5  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

6  設定した条件付き書式の動作を確認します。
a. 「期限日」 フィールドに今日よりも前の日付を入力し、 「あと」 と 「日です！」 のテキストオブジェ
クトが赤色の太字になることを確認します。

b. 「期限日」 フィールドに今日よりも前の日付を入力したときに、 「期限が過ぎています！」 と表示
されることを確認します。

図10.2-17 条件付き書式と [次の場合にオブジェクトを隠す] の表示

演習終わり

10.2.4  コメントの追加
「どうしてこの計算式を書いたんだっけ…」 ということがあります。 また、カスタム App を複数人で開発する場合、
誰が何の目的で作成した計算式なのか、 わからない場合もあります。
このような場合のために、 計算式の中にコメントを書くことが推奨されます。
コメントがあれば、 自分だけでなく、 他の人が作成した計算式でも内容を短時間で把握できるかもしれません。
また、 計算式は一度書いたらそれっきり、 ということはなく、 修正が必要になることはよくあります。 変更内容を
コメントに残しておくことで、 変更履歴として管理することもできます。
なお、コメントは、一時的に計算式の内容を評価されないようにしておく （コメントアウトする） 用途にも使います。

計算式にコメントを入れる
計算式で使用するコメントには、 複数行にわたってコメントとして記述できるもの （ブロックコメント） と、 1 行の
みをコメントとしするもの （行末コメント） の 2 種類があります。
ブロックコメントは、 「/*」 で開始し、 コメントのテキストを記載したのち、 「*/」 で終了します。 ブロックコメント
のコメントテキストに改行が含まれても構いません。
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 • ブロックコメントの例
/*

「売上日」 フィールドの値と消費税の施行日を比較して消費税率を計算する
*/

Case (

 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 2014 ) ; 0.08 ;  /* 8 % の場合 */
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1997 ) ; 0.05 ;  /* 5 % の場合 */
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1989 ) ; 0.03 ;  /* 3 % の場合 */
 0 ) /* どれにも当てはまらない場合 */

行末コメントは 「//」 で開始し、 行末までの文字列がコメントとなります。
 • ブロックコメントの例

// 「売上日」 フィールドの値と消費税の施行日を比較して消費税率を計算する
Case (

 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 2014 ) ; 0.08 ;  // 8 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1997 ) ; 0.05 ;  // 5 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1989 ) ; 0.03 ;  // 3 % の場合
 0 ) // どれにも当てはまらない場合

いつ？誰が？
計算式には、 作成した日付や作業者の名前をコメントとして残しておきましょう。 いつ、 誰によって変更された
かは、 後でエラーが起こった時に調査の手がかりになるかもしれないので重要です。
上記の例では、 例えば次のようにコメントを残します。

/*

「売上日」 フィールドの値と消費税の施行日を比較して消費税率を計算 （2014/3/30 作成山田）
消費税率 10% の場合を追加 （2015/5/1田中）
消費税率引き上げ延期のため比較する日付を修正 （2016/6/10鈴木）
*/

Case (

 売上日 > Date ( 9 ; 30 ; 2019 ) ; 0.10 ; // 10 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 2014 ) ; 0.08 ;  // 8 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1997 ) ; 0.05 ;  // 5 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1989 ) ; 0.03 ;  // 3 % の場合
 0 ) // どれにも当てはまらない場合
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10.3 よく使われる関数
FileMaker Pro では、 「簡単に計算できるといいな」 と思う計算式はだいたい関数として用意されています。
10.1.1 に示しているような 17 種類に分類される 300 個以上の FileMaker 関数があり、 [計算式の指定] ダイア
ログの関数パネルに分類されて表示されます。
FileMaker 関数については、 FileMaker Pro ヘルプの 「関数リファレンス」 に分類して掲載されており、 用途、
構文、 引数、 戻り値のデータタイプなどを確認することができます。 初めて使う関数や、 関数の仕様を再確認する
ときに利用できます。
以下、 よく使われる関数をいくつか紹介します。

10.3.1  数字関数
数値を操作するための関数群です。 戻り値は数字タイプです。

Round ( 数値 ; 桁数 ) 数値を、 指定した小数点以下の桁数に四捨五入して返します。 小数点以下が不要な場
合は桁数に 「0」 を指定します。

例 ：
Round( 123.9 ; 0 )→ 数字 「124」 が返ります。

Int ( 数値 ) 四捨五入せずに指定した数値の小数点以下の桁を無視した整数部分を返します。

例 ：
Int ( -123.9 )→ 数字 「-123」 が返ります。

Abs ( 数値 ) 数値の絶対値を返します。

例 ：
Abs( -123.9 )→ 数字 「123.9」 が返ります。

10.3.2  テキスト関数
テキストを作成、 並び替え、 抽出、 分析するための関数群です。 戻り値は、 テキストか数字タイプです。 10.1.2 
で紹介した Exact 関数もテキスト関数です。

Length ( テキスト ) 指定したテキストの文字数を返します。 空白や改行も数えます。

例 ：
Length ( "Claris FileMaker Pro　好評発売中" )→ 数字 「26」 が返ります。
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Substitute ( テキスト ; 検索テキスト ; 置換テキスト ) 

指定したテキスト内のすべての 「検索テキスト」 の文字列を 「テキスト」 内で 「置換テキスト」 に置換したテキスト文
字列を返します。
大文字と小文字を区別するので、 アルファベットを含む文字列を置換する場合には注意が必要です。
置換する文字列は一度に複数指定して記述できます。 置換の順番は、 最初の置換をした結果に対して2つ目の置換、
その結果に対して3つ目の置換 ... と評価されます。 複数の置換を指定する場合は、 置換を記述する順番に気をつけてく
ださい。

例 ：
Substitute ( "ファイトメーカー" ; "ト" ; "ル" )
  → テキスト 「ファイルメーカー」 が返ります。
Substitute (

 "Filemaker pro 18 advanced"

 ["m" ; "M"] ; //この時点では 「FileMaker pro 18 advanced」
 ["p" ; "P"] ; // この時点では 「FileMaker Pro 18 advanced」
 ["18 advanced" ; "19"] // → 「FileMaker Pro 19」 )
  → テキスト 「FileMaker Pro 19」 が返ります。

10.3.3  日付関数
日付データを利用するための関数です。

Year ( 日付 ) 指定した日付の年 （4桁の数字） を返します。

Month ( 日付 ) 指定した日付の月 （1 から 12 の数字） を返します。

Day ( 日付 ) 指定した日付の日 （1 から 31 の数字） を返します。

例 ： （システム日付形式が YYYY/MM/DD の場合）
Year ( "2022/02/22") → 数字 「2022」 が返ります。
Month ( "2022/02/22") → 数字 「02」 が返ります。
Day ( "2022/02/22") → 数字 「22」 が返ります。

Date ( 月 ; 日 ; 年 ) 月、 日、 および年のカレンダー上の日付を返します。
存在しない日付は、 カレンダーにある日付として結果を返します。 また、 Dateと他の日
付関数、 取得関数の組み合わせも便利です。

例 ：
Date ( 2 ; 31 ; 2022 ) → 日付 「2022/03/03」 が返ります。
Date ( 14 ; 31 ; 2022 ) → 日付 「2013/03/03」 が返ります。

取得関数 Get ( 日付 ) （10.3.5） と組み合わせることで、 さまざまな日付データを取得することができます。
Date ( Month (Get ( 日付 )) ; 1 ; Year ( Get ( 日付 )))
 → 今月1日が返ります （今日が 「2022年12月28日」 の場合、 「2022/12/01」）。
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Date ( Month (Get ( 日付 )) + 1 ; 1 ; Year ( Get ( 日付 ))) -1
Date ( Month (Get ( 日付 )) + 1 ; 1 - 1 ; Year ( Get ( 日付 )))
 → どちらも今月末日が返ります （今日が 「2024年2月10日の場合、 「2024/02/29」）。

10.3.4  論理関数
論理関数は、 指定した条件を評価し、 その論理値(真か偽か)に従って結果を出す関数です。 これは条件の分岐
のために使用することができます。

If ( 条件式 ; 結果 1 {; 結果 2} )

条件式が真の場合は結果 1、 条件式が偽の場合は結果 2 を返します。
2 つ以上の結果が必要な場合は、 Case 関数の使用をお勧めします。

例 ：
If ( 売上日 > Date ( 9 ; 30 ; 2019 ) ; 0.10 ; 0.08 )
  → フィールド 「売上日」 の値が 2019 年 9 月 30 日よりも後であれば消費税率を数字 「0.10 

(10%)」、 それ以前であれば 「0.08 (8%）」 を返します。

図10.3-1 If 関数

Case ( 条件 1 ; 結果 1 {; 条件 2 ; 結果 2 ; ...; デフォルト値} )

それぞれの式を順に評価し、 真の式が見つかった場合にその式の結果に指定されている値を返します。 真と評価を返
す条件がない場合は、 デフォルト値を返します。
Case関数は、 前から順番に条件を評価し、 条件が真になったら、 残りの条件は評価せず、 結果を返します。 評価に
時間がかからない条件を先に記述することで、 処理時間を短くすることができます。



第10章　計算式を理解しよう
　よく使われる関数　

280

例：
Case (

 売上日 > Date ( 9 ; 30 ; 2019 ) ; 0.10 ; // 10 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 2014 ) ; 0.08 ;  // 8 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1997 ) ; 0.05 ;  // 5 % の場合
 売上日 > Date ( 3 ; 31 ; 1989 ) ; 0.03 ;  // 3 % の場合
 0 ) // どれにも当てはまらない場合
 → フィールド 「売上日」 の値によって、 対応する消費税率 （数字） を返します。

図10.3-2 Case 関数

IsEmpty (フィールド)

フィールドが空欄の場合、または他のエラーが発生した場合は真 (1) を返します。 それ以外の場合は偽 (0) を返します。

例 ：
IsEmpty （ 売上日 )
 → フィールド 「売上日」 に値が入力されていないときに真 （1） を返します。
not IsEmpty （ 売上日 )
 → フィールド 「売上日」 に値が入力されているときに真 （1） を返します。
not IsEmpty ( 関連TO::主キー )
 → 関連レコードが存在する場合に真 （1） を返します。
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10.3.5  取得関数
取得関数は、 「Get ( )」 の引数があらかじめ固定されている関数で、 日付やカスタム App の情報など、 定期
的に変更される情報の 「その時点」 での値を返します。

Get ( 日付 ) システムカレンダーに基づいた現在の日付を返します。

例 ：
Get ( 日付 ) )
 → 現在の日付を返します （本日が 2022 年 8 月 13 日の場合、 日付 「2022/08/13」）。
Month ( Get ( 日付 ) )
 → 今月を返します （本日が 2022 年 8 月 13 日の場合、 数字 「8」）。

10.3.6  GetAs 関数
「GetAs」 で始まる関数は、 引数で与えられたデータを変換して返します。

GetAsText ( データ ) 引数で与えられたデータをテキストタイプで返します。

例 ：
"売上" & GetAsText ( 売上 ) & " 円達成！ "

→ 数値フィールド 「売上」 の値が 「500,000」 のとき、 「売上500,000 円達成！」 を返します。

次のテキスト関数は、 引数で与えられたテキストを、 それぞれのフィールドタイプで返します。

GetAsNumber ( テキスト ) 引数テキストから数字以外のすべての文字、 先頭のゼロ、 および小数点以降の末
尾のゼロを取り除いた数字を返します。
この関数を使用して、 日付を 「0001/1/1」 からの日数に変換することができます。

GetAsDate ( テキスト ) 引数テキストを日付タイプで返します
この関数を使用して、 「0001/1/1」 からの日数を日付に変換することができます。

GetAsTime ( テキスト ) 引数テキストを時刻タイプで返します。

GetAsTimestamp ( テキスト ) 引数テキストをタイムスタンプタイプで返します。

次の論理関数は、 引数で与えられたデータを評価して、 論理値 （10.1.2） を返します。

GetAsBoolean ( データ ) 引数で与えられたデータが数値でゼロ以外の場合および引数がオブジェクトフィー
ルドでデータが含まれている場合は真 （1） を返し、 それ以外の場合は偽 （0） を
返します。
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第11章 入力機能

第 11 章と第 12 章では、 カスタム App をより実用的にする機能について検討していきます。 これまでの演習
で使ってきたカスタム App 「タスク管理」 を、 第 9, 10 章で確認したスクリプト、 関数を使って、 さらに便利にし
ていきましょう。
まずは、 カスタム App へのデータの入力機能についてです。 スクリプトだけでなく、 入力しやすくするための補
助や新しいレイアウトツールを導入していきます。

11.1 「タスク管理」 App の機能の検討
「5.3　カスタム App の画面設計」 では、 果物屋さんの 「売上管理」 カスタム App を例に、 ユーザがカスタ
ム App をどのように使うかという観点から、 必要な画面と画面遷移について検討しました。
これと同様にまず、 「タスク管理」 App を使う場合の作業のシチュエーションと、 そのときに使う画面 （レイアウ
ト） について考えてみます。
「タスク管理」 App は、 タスクの情報 （題名、 ステータス、 優先度、 カテゴリー、 期限、 完了日、 説明） の他、
そのタスクに関係する添付ファイルや、そのタスクの担当者情報を管理するものです。 まずは、自分がユーザだとして、
このカスタム App をどのように使うかを考えてみましょう。
例えば次のようなシチュエーションと画面はどうでしょうか。
（A） タスクの情報を入力する → 1 件ごとにタスク情報を入力できる画面
（B） タスクの状況を確認する → リストでタスク情報を表示できる画面
（C） 必要に応じてタスクを検索する → リストでタスク情報を表示できる画面
（D） タスク一覧を印刷する  → リストでタスク情報を表示できる画面

上記をベースに、 使いやすさを考えながら画面遷移を検討すると、 例えば図 11.1-1 のような画面の関係が考え
られます （実は、 5.3.2 の果物屋さんの 「売上管理」 App とほぼ同じです）。
上記画面のうち、 これまでの演習では、 「1 件ごとにタスク情報を入力できる画面」 として 「タスク詳細」 レイア
ウト （演習 8-2） を、 「リストでタスク情報を表示できる画面」 として 「タスク一覧」 レイアウト （演習 8-8） を
それぞれ作成しました。 そして、 演習 8-9 では、 「タスク詳細」 レイアウトと 「タスク一覧」 レイアウトを行き来
するボタンを作成しています。
本章では、 (A) タスクを情報を入力する （タスク詳細画面） と (B) タスクの状況を確認する （タスク一覧画面）
について掘り下げて検討します。 そして、 続く第 12 章では、(C) 必要に応じてタスクを検索する （タスク一覧画面）
と (D) タスク一覧を印刷する （印刷帳票） について検討します。
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図11.1-1 「タスク管理」 App の画面遷移例
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11.2 レコードの新規作成と削除
11.2.1  入力機能の検討
「タスク管理」 App に関する作業のうち、 まず、 「(A) タスクの情報を入力する」 について考えます。
このカスタム App で管理する情報は、 大きく分けて 「タスク」 「担当者」 「添付ファイル」 の 3 つです。 つまり、
次のような機能が必要となります。
（a） 新規タスク作成 → タスクの情報を入力する
（b） タスク削除  → タスクの情報を削除する
（c） 新規担当者登録 → タスクの担当者を入力する
（d） 担当者削除  → タスクの担当者を削除する
（e） 新規添付ファイル登録 → タスクの添付ファイルを入力する
（f） 添付ファイル削除 → タスクの添付ファイルを削除する

なお、 (a) 新規タスク作成の機能については、 既に演習 9-1 でスクリプトを作成し、 演習 9-2 でボタンに割り
当てていますが、 ここではさらに改善を試みます。

ステータスツールバーの使用とボタンによる機能の実現
「新規タスク作成」 や 「タスク削除」 は、 つまり、 「タスク」 テーブルに対して新規レコード作成やレコード削除
をすることです。 ステータスツールバーの [新規レコード作成] ボタンや [レコード削除] ボタンを使うだけでできる、
簡単な機能です。
しかし、 ちょっと視点を変えて考えてみましょう。
例えば、レコードを削除したいときは、自分なら、「タスク詳細」 レイアウトで削除したいタスクを表示してからステー
タスツールバーで [レコード削除] ボタンをクリックしてレコードを削除する、 という手順がわかっています。 カスタ
ム App のユーザが自分だけであれば、 これで問題はないかもしれません。
しかし、 FileMaker Pro に不慣れな他の人もカスタム App を使い始めたら、 どうでしょうか。 その人に前述の
操作方法を伝えても、 それが必ず守られるという保証はありません。 誰かが操作手順を間違えて、 大切なレコード
を削除してしまうかもしれません。 また、 自分はそんなことはしない、 と思っていても、 うっかりやってしまうこと
がないとも言い切れません。
ここで、 「タスク詳細」 レイアウトに、 「削除」 ボタンがあったらどうでしょう。 自分以外のユーザも 「ここからタ
スクを削除できるんだな」 と想像することができます。 さらに、 ユーザが確実に 「削除」 ボタンを使用するように、
ステータスツールバー自体を非表示にすることもできます。
このように、 必要な機能をスクリプトで作成し、 ボタンに割り当ててレイアウト上に配置することは、 作業を円滑
にするだけでなく、 ユーザの想定外の操作を防ぐことができるという利点があります。

11.2.2  新規レコード作成
新規タスク作成機能は既に、 演習 9-1 でスクリプトを作成し、 演習 9-2 でボタンに割り当てています。
このボタンは、 「タスク一覧」 レイアウト上に置かれていて、 スクリプトでは、 新規レコード作成をした後、 「タス
ク詳細」 レイアウトに切り替えていました。 つまり、 このスクリプトは 「タスク一覧」 レイアウト、 すなわち 「タスク」
をソーステーブルとする TO をコンテキストに指定して実行されることを前提としています。



第11章　入力機能
　レコードの新規作成と削除　

288

現在の 「新規タスク作成」 スクリプト ：

新規レコード / 検索条件
レイアウト切り替え [ 「タスク詳細」 (タスク管理) ; アニメーション : なし ]

ここで、 新規にタスクを作成する別のシチュエーションがないか、 考えてみます。 すると、 例えば、 「担当者」 の
情報が表示されている画面 （「担当者」 テーブルの TO を指定） を見ながら、 その担当者にしかできないタスク
を思いついたときに、 「担当者」 の画面で新規タスクを作成するボタンを置きたくなるかもしれません。
しかし、「タスク一覧」 に置いたボタンと同じものを 「担当者」 の画面に置いても、ボタンをクリックしたときに 「タ
スク」 レコードは作成されず、 「担当者」 レコードが作成されてしまいます。 これは、 現在のスクリプトが 「担当者」
の TO で新規レコードを作成しているからです。
どのレイアウトにあっても必ず 「タスク」 テーブルにレコードを作成するためには、 次のように、 最初にレイアウ
トを切り替えて、 「タスク」 テーブルの TO のコンテキストにする必要があります。

修正後の 「新規タスク作成」 スクリプト ：

レイアウト切り替え [ 「タスク詳細」 (タスク管理) ; アニメーション : なし ]
新規レコード / 検索条件

上記スクリプトは、 前のスクリプトの 1 行目と 2 行目を入れ替えただけです。 しかしこれなら、 レコードを作成
したい TO が指定されているレイアウトに最初に切り替えて、 それからレコードを作成しているので、 確実です。
次の演習 11-1 で、 上記 「新規タスク作成」 機能を実装します。

演習 11-1 「新規タスク作成」 スクリプトを修正する

フォルダ：演習11_1 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 11.2.2 での検討を踏まえて、 「タスク管理」 App の 「新規タスク作成」 スクリプトをどのレイア
ウトでボタンをクリックしても動作するように修正します。
この演習ではまず、 スクリプトが既に割り当てられているボタンからスクリプトを表示し、 編集する方法を体験し
ます。
スクリプトを修正したら、そのスクリプトを 「タスク一覧」 レイアウト以外で実行しても、「タスク」 テーブルのレコー
ドが新規作成されることを確認します。 元のスクリプトと同様に、新規に 「タスク」 レコードが作成され、「タスク詳細」
レイアウトに切り替われば、 テストは成功 （5.1.4） です。

1  演習ファイルを開き、 「タスク一覧」 レイアウトに切り替えて、 レイアウトモードにします。

2  「新規タスク」 ボタンに割り当てられたスクリプトを編集します。
a. 「新規タスク」 ボタンをダブルクリックして、 [ボタン設定] ダイアログを表示します。
b. [ボタン設定] ダイアログで、 現在割り当てられているスクリプト名 「新規タスク作成」 をクリック
し、 [スクリプトを編集] ダイアログが表示されることを確認します。
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図11.2-1 [ボタン設定] ダイアログからスクリプトを修正

c. 11.2.2 節での検討のとおり、 現在のスクリプトの行をドラッグして 1 行目と 2 行目を入れ替えま
す。

図11.2-2 修正後の 「新規タスク」 スクリプト

d. [OK] をクリックして [スクリプトを編集] ダイアログを閉じます。

3  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

4  編集したスクリプトの動作を 「タスク一覧」 レイアウトで確認します。
a. ステータスツールバーの表示で現在のレコード数を確認します。
b. 「タスク一覧」 レイアウトで 「新規タスク」 ボタンをクリックします。
c. 空の 「タスク詳細」 レイアウトに切り替わることを確認します。
d. ステータスツールバーの表示でレコード数が 1 増えていることを確認します。

5  編集したスクリプトの動作を 「担当者」 レイアウトで確認します。
a. ステータスツールバーの表示で現在のレコード数を確認します。
b. 「担当者」 レイアウトに切り替えます。
c. [スクリプト] メニューから 「新規タスク作成」 を選択します。
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図11.2-3 [スクリプト] メニューからスクリプトを実行

d. 空の 「タスク詳細」 レイアウトに切り替わることを確認します。
e. ステータスツールバーの表示でレコード数が 1 増えていることを確認します。
f. 以上より、 「タスク一覧」 レイアウト以外でも正しく動作したことを確認します。

演習終わり

11.2.3  レコード削除
続いて、 11.2.1 で検討した 「タスク管理」 カスタム App の 「タスク削除」 機能の実装について検討します。
（a） タスク削除  → タスクの情報を削除する

「タスク削除」 すなわち 「タスク」 テーブルのレコードを削除することは、 11.2.2 で検討した新規レコード作成と
は異なり、 「タスク」 をソーステーブルとする TO のレイアウト以外から実行することはあまり想定されません。 「タ
スク」 の TO のレイアウト上にボタンを配置し、 そのレイアウトの TO のレコードを対象とすれば良さそうです。
9.2.2 ではスクリプト作成前の確認事項として 「材料」 （コンテキスト）、「順序」 （処理の実行順序）、「成功の条件」
を紹介しましたが、 これに沿って整理すると、 次のようになります

 • 材料 （どのレイアウトで実行するか、 つまり、 どの TO をコンテキストとするか）
→ 「タスク」 の TO のレイアウトで実行 （ボタンを配置）
→ レイアウトに指定されている TO のレコードが対象

 • 順序 （どのような順番で処理を実行するか）
→ 表示中のレコードを 1 件削除

 • 成功の条件 （どういう結果が出れば良いか）
→ レコードが 1 件削除される
→ レイアウトはそのままで別のレコードが表示される

レコードを削除するスクリプトステップ
レコードを削除するには、 次のスクリプトステップを使います。

 • [レコード/検索条件削除] スクリプトステップ
 – オプション [ダイアログあり] ：
「オン」 の場合、 このスクリプトステップを実行したときに、 ユーザに確認を求めるダイアログボックスを表示
します。



第11章　入力機能
　レコードの新規作成と削除　

291

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

次の演習 11-2 で、 上記 「タスク削除」 機能を実装します。

演習 11-2  「レコード削除」 スクリプトを作成する

フォルダ：演習11_2 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 11.2.3 で検討した 「タスク管理」 App の 「タスク削除」 ボタンを実装します。
この演習ではまず新規にスクリプトを作成し、 後からボタン （「削除」 ボタン） を作って割り当てる方法を体験し
ます。
スクリプトを 「削除」 ボタンに割り当てた後、 ボタンをクリックしたら現在のレコードが削除され、 「タスク詳細」
に別のレコードが表示されることをテストで確認します。

1  演習ファイルを開きます。

2  スクリプト 「レコード削除」 を作成します。
a. [スクリプト] メニューで [スクリプトワークスペース...] を選択して [スクリプトワークスペース] を
表示します。

b. 新規にスクリプトを作成し、 スクリプト名を 「レコード削除」 とします。
c. スクリプトとして、 次の 1 行を入力します。

レコード / 検索条件削除 [ ダイアログあり : オン ]

d. スクリプトを保存します。

3  「タスク詳細」 レイアウトに 「削除」 ボタンを作成して、 スクリプトを割り当てます。 （図 11.2-4）
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. ステータスツールバーのボタンアイコンをクリックして、 ヘッダパートにボタンを作成します。
c. [ボタン設定] ダイアログで、 ボタン名は設定せず、 ゴミ箱アイコンのみ （サイズは 20 pt 程度）
を設定します。

d. [ボタン設定] ダイアログの [処理:] のプルダウンメニューから [スクリプト実行] を選択します。
e. [スクリプト指定] ダイアログでスクリプト 「レコード削除」 を選択し、[OK] でダイアログを閉じます。
f. [ボタン設定] ダイアログを閉じます。

4  「削除」 ボタンの色を赤くします。 （作業に余裕がある場合）
a. 右パネル （インスペクタ） の [スタイル] タブを表示します。
b. 「削除」 ボタンを選択し、 [スタイル] タブで [薄いブラック] を指定します。

5  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図11.2-4 「削除」 ボタンの設定と配置例

6  作成したスクリプトの動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで 「新規タスク」 ボタンをクリックし、 新規レコードを作成します。
b. 新規レコードが作成され、「タスク詳細」 レイアウトに切り替わっていることを確認します。 （ステー
タスツールバーの表示で現在のレコード数を確認しておきます。）

c. 「削除」 ボタンをクリックして、 「このレコードを完全に削除しますか？」 というダイアログが表示
されることを確認します。

d. ダイアログで [削除] ボタンをクリックします。
e. 「タスク詳細」 レイアウトに表示されているレコードが替わり、 ステータスツールバーでレコード数
が 1 減っていることを確認します。

演習終わり
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11.2.4  関連レコードの作成
続いて、11.2.1 で検討した 「タスク管理」 カスタム App の 「新規担当者登録」 および 「新規添付ファイル登録」
機能の実装ついて検討します。
（a） 新規担当者登録  → タスクの担当者を入力する
（b） 新規添付ファイル登録  → タスクの添付ファイルを入力する

現在、 「担当者」 と 「添付ファイル」 は、 「タスク詳細」 レイアウト上の 2 つのポータル （8.2.1） にそれぞれ
表示されています。 これらのポータルに新規レコード作成機能が必要です。
しかし、 スクリプトを作成しようと、 [スクリプトワークスペース] のスクリプトステップパネルで 「ポータル」 と検
索しても、 ポータルレコードの新規作成ができそうなスクリプトステップはありません。 （図 11.2-5）

図11.2-5 「ポータル」 に関係するスクリプトステップを検索

ここで、これらポータルに対応する TO の [リレーションシップ] を見てみましょう。どちらも [このリレーションシッ
プを使用して、 このテーブルでのレコードの作成を許可する] がオンになっています。 （図 11.2-6）
この設定がされている場合、 画面 （レイアウト） 上では、 新しいレコードを作成したポータルの、 最後の行の次
の行のフィールドをクリックすることで、 ポータルの新しい行、 すなわち新しい関連レコードが作成されます。 （演
習 7-3 参照）
これを実行するスクリプトは、 次のように整理できます。

 • 材料 （どのレイアウトで実行するか、 つまり、 どの TO をコンテキストとするか）
→ 「タスク管理」 TO のレイアウトで実行 （「添付ファイル追加」 ボタンを配置）
→ ポータルに指定されている 「担当者割り当て」 TO あるいは 「タスク添付ファイル」 TO のレコードが対象

 • 順序 （どのような順番で処理を実行するか）
→ ポータルに移動し、 フィールドをクリック

 • 成功の条件 （どういう結果が出れば良いか）
→ 新しい 「担当者」 あるいは 「添付ファイル」 のレコードが 1 件作成される
→ レイアウトはそのまま （タスク詳細）
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図11.2-6 関連テーブルとのリレーションシップの確認

移動に関するスクリプトステップ
特定のポータル行に移動し、 さらにフィールドに移動するには、 それぞれ次のスクリプトステップを使います。

 • [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップ
 – オプション [選択] ：
「オフ」 の場合、 ポータル内の 1 つのフィールドだけがアクティブになります。
 – オプション [最初の][最後の][前の][次の] ：
移動するポータル行を指定します。
 – オプション [最後まできたら終了] ：
前のオプションで [前の] または [次の] が選択されている場合に、 最後のポータル行まで処理した時点でス
クリプトを終了します。

 • [フィールドへ移動] スクリプトステップ
 – オプション [指定フィールドへ移動] ：
移動先のフィールドを指定します。

以下、 「タスク添付ファイル」 TO のポータルに新規レコード作成のボタンとスクリプトを作成する場合について、
さらに検討します。
なお、 「担当者」 については、 演習 11-7 （11.3.2） で別の方法 （値一覧） を使って入力できるようにします。
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1 つのレイアウトにポータルが 2 つ以上配置されている場合
「タスク詳細」 レイアウトのように、 1 つのレイアウトにポータルが 2 つ以上配置されている場合は、 スクリプトを
記述する際に注意が必要です。
ポータル内の特定の行 （ポータル行） に移動するために [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップを使用しま
すが、 このスクリプトステップは 1 つのレイアウトに 2 つ以上のポータルが配置されていて、 移動先が指定されて
いない場合、 レイアウトの重なり順で見て最前面に配置されているポータルの指定行へ移動します。
「タスク詳細」 レイアウトでは、 2 つのポータルはタブコントロールのそれぞれ別のタブパネルに配置されていて、
「担当者」 が前 （左側）、 「添付ファイル」 が後 （右側） になっています。 このため、 ポータルが特定されていな
い状態で [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップを実行すると、 前の 「担当者」 ポータルに移動し、 残りのス
クリプトが実行されてしまいます。
「添付ファイル」 ポータルに対して [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップを実行するには、 次の 2 つの方
法があります。
（1） 先に、 ポータル上に配置されているフィールドのうち、 そのレイアウト上に 1 つしかないフィールドへ [フィー

ルドへ移動] スクリプトステップで移動しておく
（2） ポータル （レイアウトオブジェクト） に名前をつけ、 先に [オブジェクトへ移動] スクリプトステップで名前を指
定して移動しておく

上記のうち、 (1) はレイアウト上に 1 つしかないフィールドへ移動することで間接的にポータルへ移動しています。
(2) は、 移動先を明示的に指定するので、 より確実です。
レイアウトでは、 ポータルは常に 1 つとは限りません。 最初は 1 つでも後から追加されたりすることもあります。
また、 ポータルを配置したタブパネルの順番が変更されることもあるかもしれません。
したがって、 何があっても必ず目的のポータルに確実に移動するようにスクリプトを作成しましょう。

スクリプトによる添付ファイルの挿入
FileMaker データベースに添付ファイルを入力するには、 画面からは、 オブジェクトタイプのフィールドへ添付し
たいファイルをドラッグする方法 （演習 7-3） と、 フィールド上でショートカットメニューの [ファイルを挿入...] を使
う方法があります。
スクリプトではドラッグ操作ができないので、 後者のショートカットメニューを使う方法をスクリプトで実現します。
この方法の具体的な手順は、 次のとおりです。
（1） 新しいレコードを作成するポータルで、 最後に入力されているポータル行の次の行の、 添付ファイルを入力
したいフィールドをクリック。

（2） 右クリックでショートカットメニューから [ファイルを挿入...] を選択
（3） ダイアログで入力したい添付ファイルを選択
（4） [挿入] ボタンをクリック

ファイルを挿入するには、 [ファイルを挿入] スクリプトステップを使用します。
 • [ファイルを挿入] スクリプトステップ
 – オプション [ダイアログオプション] ：
[ファイルを挿入] ダイアログボックスで、 ファイルタイプのフィルタ、 格納オプション、 表示、 圧縮オプション
を指定します。
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 – オプション [ターゲット] ：
ファイルを挿入するオブジェクトフィールドまたは変数を指定します。
 – オプション [ソースファイルの指定] ：
挿入するファイルを指定します。

次の演習 11-3 で、 上記 「新規添付ファイル登録」 機能を実装します。

演習 11-3  「新規ポータルレコード作成 ： 添付ファイル」 スクリプトを作成

フォルダ：演習11_3 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 11.2.4 で検討した 「タスク管理」 App の 「添付ファイル追加」 ボタンを実装します。
この演習では新規に作成するスクリプトで [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップの振る舞いを確認し、 そ
の後スクリプトを修正します。
続いて、 オブジェクトタイプの添付ファイルをフィールドに挿入するスクリプトを追加し、 全体の動作をテストで確
認します。

1  「添付ファイル」 ポータルに新規に関連レコードを追加するスクリプトを作成します。
a. [スクリプトワークスペース] を開きます。
b. 新規にスクリプトを作成し、 スクリプト名を 「新規ポータルレコード作成：添付ファイル」 とします。
c. スクリプトとして、 次の 2 行を入力します。 オプションの設定は、 図 11.2-7 を参照してください。
なお、 この 2 行目はポータル行へ移動後の動作を確認するための一時的なものです。

ポータル内の行へ移動 [ 選択 : オフ ; 最後の ]
フィールドへ移動 [ タスク添付ファイル::説明 ]

図11.2-7 スクリプトステップのオプション設定
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d. スクリプトを保存します。

2  「タスク詳細」 レイアウトに 「添付ファイルを追加」 ボタンを作成します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. タブパネル 「添付ファイル」 にボタンを作成します。
c. [ボタン設定] ダイアログで、ボタン名を 「添付ファイルを追加」 とし、[処理:] を [スクリプト実行] 
として、 ステップ (1) で作成した 「新規ポータルレコード作成：添付ファイル」 スクリプトを割り
当てます。

d. 作業に余裕があれば、作成したボタンの色を緑 （インスペクタの [スタイル] タブで 「プライマリ」
を指定） にします。 （図 11.2-8）

e. レイアウトを保存します。

図11.2-8 「添付ファイル追加」 ボタン配置 ・ 設定例

3  スクリプトの動作を確認します。
a. 1 件目のレコードに移動します。
b. 「添付ファイル」 タブパネルの 「添付ファイル追加」 をクリックします。
c. 「添付ファイル」 ポータルの一番最後の行の 「説明」 フィールドがアクティブにならないことを確
認します。
作成したスクリプトに期待される動作は、 手動で関連レコードを追加するときと同様に、 「添付ファ
イル」 ポータルの最後の行に新規に関連レコードが作成され、 「説明」 フィールドがアクティブにな
ることでした。 つまり、 ステップ (1) で作成したスクリプトは、 期待された動作をしていません。
これは、 11.2.4 の 「1 つのレイアウトにポータルが 2 つ以上配置されている場合」 で説明してい
る [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップの仕様のせいです。

4  スクリプトを修正します。
a. スクリプトワークスペースで 「新規ポータルレコード作成：添付ファイル」 を開きます。
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b. スクリプトの 2 行目をコピーして 1 行目の前に挿入し、 次の 3 行の内容にします。

フィールドへ移動 [ タスク添付ファイル::説明 ]
ポータル内の行へ移動 [ 選択 : オフ ; 最後の ]
フィールドへ移動 [ タスク添付ファイル::説明 ]

c. スクリプトを保存します。

5  再度、 スクリプトの動作を確認します。
a. 「添付ファイル」 タブパネルの 「添付ファイル追加」 をクリックします。
b. 「添付ファイル」 ポータルの一番最後の行の 「説明」 フィールドがアクティブになることを確認し
ます。
これは、 スクリプトに期待される動作です。 つまり、 ステップ (4) で作成したスクリプトは、 期待さ
れた動作をしています。
これは、 挿入した 1 行目によって、 「添付ファイル」 ポータル内のフィールドであって、 かつ、 この
レイアウト上に唯一であるフィールド 「タスク添付ファイル::説明」 に先に移動し、 その後のスクリプ
トでポータル内の最後の行に移動しているからです。

6  添付ファイルを挿入するように、 スクリプトを編集します。
a. スクリプトワークスペースで 「新規ポータルレコード作成：添付ファイル」 を開きます。
b. スクリプトの 3 行目を [ファイルを挿入] スクリプトステップを使って書き換えます。
[ファイルを挿入] ダイアログで指定するオプションは次のとおりです。 （図 11.2-9）

ダイアログオプション 値

[格納オプション:] 挿入

[表示:] ファイルの内容 （表示可能な場合）

[圧縮:] 圧縮 （可能な場合）

ターゲット 値

[フィールド] を選択 タスク添付ファイル::添付ファイル

ソースファイルの指定 値

（指定せず） -

c. 最終的なスクリプトが次のようになっていることを確認します。

フィールドへ移動 [ タスク添付ファイル::説明 ]
ポータル内の行へ移動 [ 選択 : オフ ; 最後の ]
ファイルを挿入 [ 挿入 ; 内容を表示 ; 可能な場合圧縮 ; タスク添付ファイル::添付ファイル ]

d. スクリプトを保存します。
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図11.2-9 [ファイルを挿入] スクリプトステップのオプション設定

7  再度、 スクリプトの動作を確認します。
a. 「添付ファイル」 タブパネルの 「添付ファイル追加」 をクリックし、 ファイルを選択するダイアロ
グが表示されることを確認します。

b. 挿入するファイルを選択し、 [挿入] ボタンをクリックします。
c. 「添付ファイル」 ポータルの最終行に、 選択したファイルが挿入されたことを確認します。

演習終わり

11.2.5  関連レコードの削除
続いて、 11.2.1 で検討した 「タスク管理」 カスタム App の 「担当者削除」 および 「添付ファイル削除」 機能
の実装ついて検討します。
（a） 担当者削除  → タスクの担当者を削除する
（b） 添付ファイル削除 → タスクの添付ファイルを削除する

これらはいずれも、 「担当者」 ポータルと 「添付ファイル」 ポータルから関連レコードを削除するものなので、
これらを実行するスクリプトは、 次のように整理できます。

 • 材料 （どのレイアウトで実行するか、 つまり、 どの TO をコンテキストとするか）
→ 「タスク管理」 TO のレイアウトで実行 （「削除」 ボタンを配置）
→ ポータルに指定されている 「担当者割り当て」 TO あるいは 「タスク添付ファイル」 TO のレコードが対象

 • 順序 （どのような順番で処理を実行するか）
→ ポータルに移動し、 アクティブなポータル行 （レコード） を削除
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 • 成功の条件 （どういう結果が出れば良いか）
→ アクティブなポータル行 （レコード） が削除される
→ レイアウトはそのまま （タスク詳細）

ポータル内の行を削除するスクリプトステップ
ポータル行を削除するには、 次のスクリプトステップを使います。

 • [ポータル内の行を削除] スクリプトステップ
 – オプション [ダイアログあり] ：
「オン」 の場合、 このスクリプトステップを実行したときにポータル行の削除の確認をユーザに求めるダイア
ログボックスが表示されます。

次の演習 11-4 で、 上記 「担当者削除」 機能および 「添付ファイル削除」 機能を実装します。

演習 11-4  「ポータルレコード削除」 スクリプトを作成する

フォルダ：演習11_4 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 11.2.5 で検討した 「タスク管理」 App のポータル行の 「削除」 ボタンを実装します。
この演習では新規に 1 つスクリプトを作成し、 それを 2 つのポータル内に配置したボタンに割り当てます。 そ
の後、 動作確認を実施します。

1  ポータル行の関連レコードを削除するスクリプトを作成します。
a. [スクリプトワークスペース] を開きます。
b. 新規にスクリプトを作成し、 スクリプト名を 「ポータルレコード削除」 とします。
c. スクリプトとして、 次の 1 行を入力します。

ポータル内の行を削除 [ ダイアログあり : オン ]

d. スクリプトを保存します。

2  2 つのポータル内に 「削除」 ボタンを作成します。 （図 11.2-10）
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「担当者」 ポータルの行内の 「担当者外部キー」 と 「タスク外部キー」 フィールドはもう不要な
ので削除し、 代わりに 「電話」 と 「電子メール」 フィールドを配置します。 図 11.2-10 を参考
にしてください。

c. 「担当者」 ポータルの行内にボタンを作成します。
d. [ボタン設定] ダイアログで、ボタン名を 「削除」 とし、[処理:] を [スクリプト実行] として、ステッ
プ (1) で作成した 「ポータルレコード削除」 スクリプトを割り当てます。

e. 作業に余裕があれば、作成したボタンの色を灰色 （インスペクタの [スタイル] タブで 「薄いブラッ
ク」 を指定） にします。

f. 同様に、 「添付ファイル」 ポータルの行内に 「削除」 ボタンを作成し、 スクリプトを割り当てま
す （「タスク外部キー」 フィールドはもう不要なので削除してください）。
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g. レイアウトを保存します。

3  スクリプトの動作を確認します。
a. 「担当者」 ポータルの 「削除」 ボタンをクリックして、 「担当者」 が削除されることを確認します。
b. 「添付ファイル」 ポータルの 「削除」 ボタンをクリックして、 「添付ファイル」 が削除されること
を確認します。

図11.2-10 ポータル内の 「削除」 ボタン配置例

演習終わり
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11.3 値一覧による入力補助
FileMaker Pro には、 データを入力するときに、 あらかじめ用意された値のリストの中から選択することができ
ます。 このリストを、 値一覧 （あたいいちらん） といいます。
例えば、 「タスク管理」 App において、 「タスク」 テーブルの 「ステータス」、 「優先度」、 「カテゴリー」 フィー
ルドなどは、 ユーザが自由に入力できるようにしておくと、 同じことを表す場合でもユーザによってバラバラなデー
タが入力されてしまうことが考えられます。 同じことを表す場合に同じ文言を使って入力されていなければ、 確実
に情報を管理できないだけでなく、 検索することもできなくなってしまいます。
このような場合に、 値一覧を使って入力できるデータを制限することができます。
値一覧の表示方法は、 次の中から選択することができます。

 • ドロップダウンリスト
 • ポップアップメニュー
 • チェックボックス
 • ラジオボタン

これらは、 フィールドオブジェクト対してインスペクタ > [データ] タブの [コントロールスタイル] で設定します。
値一覧の新規作成、変更、複製、または削除といった操作は、[値一覧の管理] ダイアログを起点として実施します。
[値一覧の管理] ダイアログは、 [ファイル] メニューから [管理] > [値一覧...] を選択して表示します。

図11.3-1 [値一覧の管理] ダイアログ

値一覧の値としては、 次の値を設定することができます。
（1） カスタム値 （ユーザが設定）
（2） 同じファイルや別のファイルのフィールド値
（3） リレーションシップを利用した特定の値 （動的値一覧）

以下、 このそれぞれについて説明します。
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ラジオボタンとチェックボックス

値一覧を入力するためのコントロールスタイルのうち、 何か 1 つの値を選択させたい時はラジオボタンを使います。
一方、 複数の値を選択できるようにする場合は、 チェックボックスを使います。
演習 11-6 ではラジオボタンで値一覧の値を選択できるようにします。

11.3.1  カスタム値を使った値一覧
カスタム値を使った値一覧 （カスタム値一覧） は、 値一覧を作成する最も簡単な方法です。 値一覧に表示する
値 （文字列） は、 自分で設定 （カスタム値） することができます。
値一覧を新規作成するには、 [値一覧の管理] ダイアログ （11.3） で [新規...] ボタンをクリックし、 その後に表
示される [値一覧の編集] ダイアログで順次設定していきます。
カスタム値一覧は、 [値一覧の編集] ダイアログで [カスタム値を使用] を選択し、 その下の欄に、 1 行に 1 つの
値を表示順に入力して定義します。

図11.3-2 [値一覧の編集] ダイアログ

演習 11-5  カスタム値を使った値一覧をポップアップメニューに設定する

フォルダ：演習11_5から6 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App にカスタム値一覧を作成し、 フィールドに割り当てます。
「タスク詳細」 レイアウト上にはタスクの状態 （ステータス） を示す 「ステータス」 フィールドが配置されています
が、 ここは次の 5 つの値のいずれかが入力されることが期待されています。
「ステータス」 の値： 進行中、 保留中、 延期、 キャンセル、 完了

「ステータス」 フィールドにこれらの値のいずれかが確実に入力されるように、 「ステータス」 フィールドにカスタ
ム値一覧がポップアップメニューで表示されるように設定します。
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これによって、 「ステータス」 フィールドに他の値 （例えば、 「終了」、 「中断」 など） が入力されることがなくなり、
タスクのステータスを正しく理解することができるだけでなく、 検索も容易になります。

1  カスタム値一覧 「ステータス」 を作成します。
a. [ファイル] メニュー > [管理] > [値一覧...] を選択して [値一覧の管理] ダイアログを表示します。
b. [値一覧の管理] ダイアログで、 [新規...] ボタンをクリックして [値一覧の編集] ダイアログを表示
します。

c. [値一覧の編集] ダイアログで [値一覧名:] に 「ステータス」 と入力します。
d. [値一覧の編集] ダイアログで [カスタム値を使用] を選択し、 上記 「ステータス」 の値を 1 行
に 1 つずつ入力します。 値一覧は、 ここで入力した順序に表示されます。

図11.3-3 カスタム値一覧 「ステータス」 の設定

e. [OK] をクリックして、 [値一覧の編集] ダイアログと [値一覧の管理] ダイアログを閉じます。

2  「ステータス」 フィールドにカスタム値一覧を割り当てます。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「ステータス」 フィールドを選択します。
c. インスペクタ （右パネル） の [データ] タブをクリックします。
d. [データ] タブの [データを表示] 領域に 「タスク管理::ステータス」 と表示されていることを確認
します。

e. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ポップアップメニュー」 を選択します。
f. [コントロールスタイル] の下の [値一覧:] で 「ステータス」 を選択します。
なお、 [値一覧の表示切り替え用矢印を表示] のチェックをオンにしておくと、 フィールド内に矢印が
表示されてポップアップメニューが設定されていることがわかりやすくなりますが、 フィールド中に表
示可能なデータの幅が矢印の分だけ少なくなります （図 11.3-4 の配置例では、 オフにしています）。
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図11.3-4 値一覧をフィールド （ポップアップメニュー） に割り当て

g. レイアウトを保存して、 レイアウトモードを終了します。

3  「ステータス」 フィールドの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで 「ステータス」 フィールドをクリックし、設定したカスタム値一覧 「ステー
タス」 の値がポップアップメニューで選択できることを確認します。

演習終わり

演習 11-6  カスタム値を使った値一覧をラジオボタンに設定する

フォルダ：演習11_5から6 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、演習 11-5 に引き続き、「タスク管理」 App にカスタム値一覧を作成し、フィールドに割り当てます。
この演習では、 「タスク詳細」 レイアウト上の 「優先度」 フィールドの値をラジオボタンで選択して入力できるよ
うにします。 ラジオボタンには、 次の 3 つの値をカスタム値一覧で表示でします。
「優先度」 の値： 高、 中、 低

1  カスタム値一覧 「優先度」 を作成します。
a. [ファイル] メニュー > [管理] > [値一覧...] を選択して [値一覧の管理] ダイアログを表示します。
b. [値一覧の管理] ダイアログで、 [新規...] ボタンをクリックして [値一覧の編集] ダイアログを表示
します。

c. [値一覧の編集] ダイアログで [値一覧名:] に 「優先度」 と入力します。
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d. [値一覧の編集] ダイアログで [カスタム値を使用] を選択し、 上記 「優先度」 の値を 1 行に 1 
つずつ入力します。 値一覧は、 ここで入力した順序に表示されます。

図11.3-5 カスタム値一覧 「優先度」 の設定

e. [OK] をクリックして、 [値一覧の編集] ダイアログと [値一覧の管理] ダイアログを閉じます。

2  「優先度」 フィールドをラジオボタンにしてカスタム値一覧を割り当てます。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「優先度」 フィールドを選択します。
c. インスペクタ （右パネル） の [データ] タブをクリックします。
d. [データ] タブの [データを表示] 部分に 「タスク管理::優先度」 と表示されていることを確認しま
す。

e. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ラジオボタンセット」 を選択します。
f. [コントロールスタイル] の下の [値一覧:] で 「優先度」 を選択します。
ラジオボタンが全部入るようにレイアウトオブジェクトの大きさを調整してください。
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図11.3-6 値一覧をフィールド （ラジオボタン） に割り当て

g. レイアウトを保存して、 レイアウトモードを終了します。

3  「優先度」 フィールドのラジオボタンの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで 「優先度」 のラベルの下に、 「優先度」 値一覧の値がラジオボタン
で表示されていることを確認します。

b. ラジオボタンをクリックし、 値が選択されることを確認します。

図11.3-7 ポップアップメニューとラジオボタンに割り当てた値一覧

演習終わり
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11.3.2  フィールド値を使った値一覧
フィールド値を使った値一覧は、 あらかじめフィールドに登録されているデータから値を選択できるようにするも
のです。 値一覧の元になるフィールドの値が変更されるたびに、 その内容も変更されます。
フィールド値を使った値一覧の設定するには、 まず [値一覧の管理] ダイアログから [値一覧の編集] ダイアログ
を表示し （11.3.1）、 ラジオボタン [フィールドの値を使用] を選択します。 そして、 その後に表示される [値一覧
に使用するフィールドの指定] ダイアログで、 順次設定していきます。

図11.3-8 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログ

[値一覧に使用するフィールドの設定] ダイアログでは、まず [最初のフィールドの値を使用] で値一覧に使うフィー
ルドを含むテーブルを選択し、 その下に表示される一覧から目的のフィールドを選択します。
フィールド値を使った値一覧の場合は、 [すべての値を含める] を選択しておきます。
なお、 [2 番目のフィールドの値も表示] を選択し、 目的のテーブルとフィールドを指定すると、 最初のフィールド
に加えて 2 番目のフィールドの値も表示されるようになります。 ここで、下の [2 番目のフィールドの値のみを表示] 
を選択すると、 最初のフィールドは表示されず、 2 番目のフィールドだけが表示されるようになります。 ただし、 こ
の 2 番目のフィールドは表示のみで、 実際に入力される値は最初のフィールドの値です。
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演習 11-7  フィールド値を使った値一覧を設定する

フォルダ：演習11_7 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 フィールド値を使った値一覧を作成し、 ポップアップメニューで選択してフィールドに値を割り当て
られるようにします。
「タスク管理」 App の 「タスク」 テーブルの 「カテゴリー」 フィールドの値を、既に入力されている値 （「プロジェ
クトA」 「プロジェクトB」 など） から選択できるようにします。
また、 ユーザが提示された値以外も入力できるようにドロップダウンリストを使用します。

1  演習ファイルを開いて、 [値一覧の管理] ダイアログを表示します。

2  フィールド値を使用する値一覧 「カテゴリー」 を作成します。
a. [値一覧の管理] ダイアログで、 [新規...] ボタンをクリックして [値一覧の編集] ダイアログを表示
します。

b. [値一覧の編集] ダイアログで [値一覧名:] に 「カテゴリー」 と入力します。
c. [値一覧の編集] ダイアログでラジオボタン [フィールド値の使用] を選択します。
d. 表示された [値一覧を使用するフィールドの指定] ダイアログで順に次の設定をします。

 • [最初のフィールドの値を使用] ： 「タスク管理」 を選択し、 「ステータス」 フィールドを選択
 • [すべての値を含める] ： 選択 （オン）

図11.3-9 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログの設定



第11章　入力機能
　値一覧による入力補助　

310

e. [OK] をクリックして、 [値一覧を使用するフィールドの指定] ダイアログ、 [値一覧の編集] ダイア
ログおよび [値一覧の管理] ダイアログを閉じます。

3  「カテゴリー」 フィールドにフィールド値を使った値一覧を割り当てます。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「カテゴリー」 フィールドを選択します。
c. インスペクタ （右パネル） の [データ] タブをクリックします。
d. [データ] タブの [データを表示] 領域に 「タスク管理::カテゴリー」 と表示されていることを確認
します。

e. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ドロップダウンリスト」 を選択します。
f. [コントロールスタイル] の下の [値一覧:] で 「カテゴリー」 を選択します。
なお、 [値一覧の表示切り替え用矢印を表示] のチェックをオンにしておくと、 フィールド内に矢印が
表示されてポップアップメニューが設定されていることがわかりやすくなりますが、 フィールド中に表
示可能なデータの幅が矢印の分だけ少なくなります。

図11.3-10 値一覧をフィールド （ドロップダウンリスト） に割り当て

g. レイアウトを保存して、 レイアウトモードを終了します。

4  「カテゴリー」 フィールドのドロップダウンリストの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで 「カテゴリー」 フィールドをクリックし、 「カテゴリー」 フィールドの値
がドロップダウンリストに表示されていることを確認します。

b. ドロップダウンリストに表示されていない値を、 「カテゴリー」 フィールドに直接、 入力できること
を確認します。

c. 他のレコードに移動して 「カテゴリー」 フィールドをクリックし、前のステップで入力した値がドロッ
プダウンリストに表示されて選択できるようになっていることを確認します。
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図11.3-11 ドロップダウンリストに割り当てた値一覧

演習終わり

演習 11-8  （任意） フィールド値を使った値一覧を設定する （多対多）

フォルダ：演習11_8 （任意） 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

（本演習は 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 相当の内容を含むので、 実施は任意です。）
この演習では、 フィールド値を使った値一覧を作成し、 ポップアップメニューで選択してフィールドに値を割り当て
られるようにします。
「タスク管理」 カスタム App では、 タスクの担当者は 「担当者」 テーブルに登録されています。 この 「担当者」
テーブルのフィールド値を使って、 「タスク詳細」 レイアウトの 「担当者」 ポータルに、 タスクの担当者を値一覧か
ら選択して入力できるようにします。
「タスク詳細」 レイアウトに関係するリレーションシップを確認すると、 「タスク詳細」 レイアウトに関連付けられて
いる 「タスク管理」 TO と、 「担当者」 テーブルに対する 「タスク担当者」 TO は、 「担当者割り当て」 TO を介
して関連付けれられています （図 11.3-12）。 つまり、 このリレーションシップによって、 一つのタスクに複数の担
当者が、 また、 一人の担当者に複数のタスクが割り当てられるようになっています （多対多 （7.1） の関係）。
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図11.3-12 「担当者割り当て」 TO を介したリレーションシップ （多対多）

このリレーションシップにおいて、 「タスク管理」 TOから 「担当者割り当て」 TOの 「担当者外部キー」 を指定
することで、 「担当者割り当て」 レコードと 「タスク担当者」 レコードとの間に関連ができます。
演習では、この 「担当者外部キー」 を値一覧の 「担当者名」 を介して指定できるようにします。 具体的には、「担
当者名」 フィールドの値をポップアップメニューで一覧表示し、ユーザが担当者名を選択すると、担当者の主キー （担
当者外部キー） がフィールドに入力されるようにします。
演習ではまず、 値一覧に表示する担当者名を保存する計算フィールド 「担当者名」 を追加します。 これは、 現
在の 「担当者」 テーブルには、 担当者の名前が 「姓」 「名」 フィールドに分かれて保存されているためです。

1  「担当者」 テーブルに 「担当者名」 フィールドを作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開き、 [担当者] テーブルの [フィールド] タブを開きます。
b. 計算フィールド 「担当者名」 を作成します。

 • [フィールド名:] ： 担当者名
 • [タイプ:] ： 計算

c. [作成] ボタンをクリックして、 計算式を指定するダイアログで次の設定をします。 （図 11.3-13）
「姓」 と 「名」 の間は全角スペースを入れています。
 • 計算式： 姓 & "　" & 名
 • [計算結果:] ： テキスト

d. [OK] を何度かクリックして、 [データベースの管理] ダイアログを閉じます。
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図11.3-13 「担当者名」 フィールドの計算式

2  「担当者名」 フィールドの値を使った値一覧を作成します。 （図 11.3-14）
a. [値一覧の管理] ダイアログから [値一覧の編集] ダイアログを表示します （11.3.1 参照）。
b. [値一覧名:] に 「担当者名」 と入力し、 ラジオボタン [フィールドの値を使用] を選択します。
c. [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログで、 順に次の設定をします。

 • [最初のフィールドの値を使用] ： 「担当者」 テーブルを選択し、 「主キー」 フィールドを選択
 • [2 番目のフィールドの値も表示] ： チェックボックスを選択 （オン）
 • 2 番目のフィールドの値： 「担当者」 テーブルを選択し、 「担当者名」 フィールドを選択
 • [すべての値を含める] ： 選択 （オン）
 • [2 番目のフィールドの値のみを表示] ： 選択 （オン）

d. [OK] をクリックして [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログ、 [値一覧の編集] ダイア
ログ、 [値一覧の管理] ダイアログを閉じます。
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図11.3-14 「担当者名」 フィールド値を使った値一覧の設定

3  「タスク詳細」 レイアウト上の 「担当者」 タブに、現在配置されている 「姓」「名」 フィールドの代わりに 「担
当者割り当て」 TO の 「担当者外部キー」 フィールドを配置します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「姓」 フィールドを 「担当者外部キー」 フィールドに変更します。
「姓」 フィールドをダブルクリックし、[フィールド指定] ダイアログで関連テーブル 「担当者割り当て」
の 「担当者外部キー」 フィールドを選択して、 [OK] をクリックします。

c. 「名」 フィールドを削除します。
d. この後のステップのために 「担当者外部キー」 フィールドの幅を広くします。

4  「担当者外部キー」 フィールドに値一覧を割り当てます。 （図 11.3-15）
a. 「担当者外部キー」 フィールドを選択した状態で、 インスペクタ （右パネル） の [データ] タブを
開き、 [データを表示] の部分に 「担当者割り当て::担当者外部キー」 と表示されていることを確
認します。

b. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ポップアップメニュー」 を選択します。
c. [値一覧:] で、 ステップ (2) で作成した 「担当者名」 値一覧を選択します。
d. [値一覧でデータ書式を上書き] を選択 （オンに） したままにしておきます。
e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図11.3-15 値一覧をフィールド （ポップアップメニュー） に割り当て

5  「担当者外部キー」 フィールドの動作を確認します。
a. 「担当者外部キー」 フィールドをクリックすると、ポップアップメニューに担当者名 （「姓」 ＋ 「名」）
が表示されることを確認します。

図11.3-16 ポップアップメニューの動作確認

b. ポップアップメニューから任意の担当者名を選択すると、ポータルの他のフィールドに担当者レコー
ドの値が入力されることを確認します。

c. 既に入力されている担当者をポップアップメニューから変更したり、 担当者を削除したりして動作
を確認してください。

演習終わり
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11.3.3  動的な値一覧
フィールド値を使った値一覧に表示される内容を、 別のフィールドに入力されているデータに応じて変更すること
ができます。 これを、 動的値一覧と呼びます。
例えば、 「タスク管理」 App の 「タスク」 テーブルに 「カテゴリー」 フィールドとその内容を細分化した 「サブ
カテゴリー」 フィールドがある場合、「カテゴリー」 フィールドで 「会議」 を選択すると 「営業会議」「経営会議」 といっ
た会議の種類に絞り込まれた値が表示されるといった使い方ができます。
動的値一覧を実現するには、 次の 2 つを作成します。
（1） 値一覧に使用するリレーションシップ
（2） (1) のリレーションシップを利用した値一覧

自己連結リレーションシップ
一つのテーブルの中で、 あるフィールドの値によって他のフィールドの値が決まる関係があるとき、 同じテーブル
の TO 間にリレーションシップを定義することができます。 これを、 自己連結リレーションシップと言います。 この
場合、 照合フィールドはどちらも同じテーブル内のフィールドとなります。
リレーションシップグラフには、 同じテーブルに対して 2 つの異なる TO を生成します。 例えば、 上記 「タスク
管理」 の場合は、 「タスク」 テーブルに対して、 「動的値一覧|タスク管理」 TO と 「動的値一覧|タスク情報選択用」
TO を生成し、「カテゴリー」 フィールドが同じ、という照合条件でリレーションシップを定義します。 つまり、カテゴリー
名が同じレコードが関連レコードとなります。

図11.3-17 自己連結リレーションシップ
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動的値一覧の定義
動的値一覧を定義するには、 [値一覧の編集] ダイアログで [フィールドの値を使用] を選択し、 [値一覧に使用す
るフィールドの指定] ダイアログで設定します。
[値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログでは、 [最初のフィールドの値を使用] に値一覧に表示したい
フィールドを選択します。 そして、 [次のテーブルから関連レコードの値のみ含める:] のラジオボタンを選択し、 値
一覧に表示する値を絞り込むために指定される他のフィールドが定義された TO を選択します。
例えば、上述の 「タスク管理」 の例で、「カテゴリー」 フィールドに指定された値によって 「サブカテゴリー」 フィー
ルドに表示する値一覧の値を変更したいとすると、 [最初のフィールドの値を使用] には 「動的値一覧|タスク情報選
択用」 TO の 「サブカテゴリー」 フィールドを指定し、 [次のテーブルから関連レコードの値のみ含める:] には 「動
的値一覧|タスク管理」 TO を指定します。
これによって、 あるレコードで 「動的値一覧|タスク管理」 TO の 「カテゴリー」 フィールドに値が指定されると、
それと同じ値が入力されている 「動的値一覧|タスク情報選択用」 TO の関連レコードの 「サブカテゴリー」 フィー
ルドの値のみが値一覧に表示されるようになります。

図11.3-18 動的値一覧の定義

演習 11-9  動的値一覧を設定する

フォルダ：演習11_9 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

（この演習では、 演習 11-8 までとは異なる 「タスク」 テーブルを使用するので、 この演習用のファイルを使用
してください。）
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この演習では、 自己連結リレーションシップを使った動的値一覧を設定します。
ここで使用する演習ファイルの 「タスク管理」 Appの 「タスク」 テーブルには、 タスクを分類するための 「カテ
ゴリー」 フィールドと 「サブカテゴリー」 フィールドが定義されています。 タスクの 「サブカテゴリー」 を入力する
ときに、 先に入力した 「カテゴリー」 の値によって 「サブカテゴリー」 の選択肢を絞り込んで表示するようにします。
（図 11.3-19）
例えば、 「カテゴリー」 として 「会議」 を選択したときに、 「会議」 のサブカテゴリーとして既に登録されている
値 （例えば 「営業会議」 「戦略会議」 「編集会議」 など） が一覧表示され、 その中から値を選択するといった使
い方ができます。
演習ではまず、 動的一覧に使用する 「タスク」 テーブルの自己連結リレーションシップを定義します。
続いて 「カテゴリー」 に使用するカスタム値一覧を作成、 そして、 「サブカテゴリー」 に使用する動的値一覧を
作成します。
最後に、「タスク詳細」 レイアウトの 「カテゴリー」 「サブカテゴリー」 フィールドにそれぞれ、ポップアップメニュー
で値一覧が表示されるように設定します。

図11.3-19 「サブカテゴリー」 フィールドの動的値一覧

1  動的値一覧に使用する自己連結リレーションシップを定義します。 （図 11.3-17）
a. [データベースの管理] ダイアログを開き、 [リレーションシップ] タブを表示します。
b. 「タスク」 テーブルの 「タスク」 TO を複製し、 名前を 「動的値一覧|タスク管理」 とします。
c. 「タスク」 テーブルの 「タスク」 TO をもう一つ複製し、名前を 「動的値一覧|タスク情報選択用」
とします。
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d. 「動的値一覧|タスク管理」 TO の 「カテゴリー」 フィールドと 「動的値一覧|タスク情報選択用」
TO の 「カテゴリー」 フィールドとを照合条件 「=」 で関連付けたリレーションシップを作成します。

e. [OK] をクリックして [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

2  「カテゴリー」 フィールド用のカスタム値一覧 「カテゴリー」 を作成します。
a. [値一覧の管理] ダイアログで [新規...] をクリックして [値一覧の編集] ダイアログを表示します。
b. [値一覧名:] に 「カテゴリー」 と入力します。
c. ラジオボタン [カスタム値を使用] を選択し、値として 「販売戦略」「お客様対応」「会議」「その他」
を 1 行ごとに入力します。 （図 11.3-20 を参考にしてください。）

d. [OK] をクリックして [値一覧の編集] ダイアログを閉じます。

図11.3-20 カスタム値一覧 「カテゴリー」 の定義

3  「サブカテゴリー」 フィールド用の動的値一覧 「動的値一覧|タスクのサブカテゴリー」 を作成します。 （図 
11.3-21）
a. [値一覧の管理] ダイアログで [新規...] をクリックして [値一覧の編集] ダイアログを表示します。
b. [値一覧名:] に 「動的値一覧|タスクのサブカテゴリー」 と入力します。
c. ラジオボタン [フィールド値の使用] を選択し、 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログ
を表示します。

d. [最初のフィールド値を使用] で 「動的値一覧|タスク情報選択用」 TO を選択し、 その下のフィー
ルド一覧で 「サブカテゴリー」 を選択します。

e. [次のテーブルから関連レコードの値のみ含める:] で 「動的値一覧|タスク管理」TO を選択します。
f. [OK] をクリックして [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログと [値一覧の編集] ダイア
ログと [値一覧の管理] ダイアログを閉じます。
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図11.3-21 動的値一覧 「サブカテゴリー」 の定義

4  「カテゴリー」 フィールドに値一覧を割り当てます。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「カテゴリー」 フィールドを選択した状態で、 インスペクタ （右パネル） の [データ] タブを開き、
[データを表示] の部分に 「タスク管理::カテゴリー」 と表示されていることを確認します。

c. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ポップアップメニュー」 を選択します。
d. [値一覧:] で、 ステップ (2) で作成した 「カテゴリー」 値一覧を選択します。
e. [値一覧でデータ書式を上書き] を選択 （オン） 状態にしておきます。

5  「サブカテゴリー」 フィールドに値一覧を割り当てます。 （図 11.3-22）
a. 「サブカテゴリー」 フィールドを選択した状態で、インスペクタ （右パネル） の [データ] タブを開き、
[データを表示] の部分に 「タスク管理::サブカテゴリー」 と表示されていることを確認します。

b. [データ] タブの [コントロールスタイル] で 「ポップアップメニュー」 を選択します。
c. [値一覧:] で、 ステップ (3) で作成した 「動的値一覧|タスクのサブカテゴリー」 値一覧を選択し
ます。

d. [他の値の入力を許可] を選択 （オン） にすることによって、 ポップアップメニューに表示される
値だけでなく手入力もできるようにします。

e. [値一覧でデータ書式を上書き] を選択 （オン） 状態にしておきます。
f. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図11.3-22 「サブカテゴリー」 フィールドに値一覧を設定

6  「カテゴリー」 と 「サブカテゴリー」 フィールドの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで 「カテゴリー」 フィールドをクリックすると、 ポップアップメニューに、
ステップ (2) で定義したカスタム値一覧が表示されることを確認します。

b. 「カテゴリー」 フィールドで 「会議」 を選択したときと 「お客様対応を」 を選択したときとで、「サ
ブカテゴリー」 のポップアップメニューに表示される値がどのように変わるかを確認します。

c. 任意の 「カテゴリー」 を選択して 「サブカテゴリー」 フィールドのポップアップメニューで 「その
他...」 を選択し、 [その他...] ダイアログで任意の値 （例えば 「インベントリ」） を入力して [OK] 
で終了した後、 同じ 「カテゴリー」 の他のレコードで 「サブカテゴリー」 の値一覧がどのように
変わるかを確認します。

演習終わり
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11.4 さまざまなレイアウトツールの利用
基本的なレイアウト作成については第 8 章でご紹介しましたが、 ここでは 「タスク管理」 App をさらに便利に
使えるように、 さまざまなレイアウトツールを利用していきます。

11.4.1  ドロップダウンカレンダー
FileMaker Pro では、 ブラウズモードや検索モードで日付を入力する
ためのレイアウトツールとしてドロップダウンカレンダーを利用することが
できます。 ドロップダウンカレンダーは、 月ごとのカレンダーからユーザ
が日付を選択して入力するものです。
例えば、「タスク管理」 App の 「タスク」 テーブルにある 「期限」 フィー
ルドについて考えてみます。
「期限」 フィールドは、 日付タイプです。 「タスク」 レコードが新規作成
された際に、 その日の 7 日後の日付が自動入力されるようにフィールド
オプションが設定されています （演習 6-2）。
この 「期限」 フィールドの値を変更したい場合は、 ユーザが直接
「2022/02/22」 といった値を入力する必要があります。 これは面倒で
あるだけでなく、 日付を入力する書式 （「yyyy/mm/dd」） も予め知っている必要があります。
このような日付フィールドにドロップダウンカレンダーを利用することで、 ユーザはカレンダー上で簡単に日付を選
択するだけで日付形式のデータを入力することができます。
ドロップダウンカレンダーは、 レイアウトモードでインスペクタ （右パネル） の [データ] タブの [コントロールスタ
イル] で指定します。 [カレンダーの表示切り替え用アイコンを表示] を選択すると、 フィールドにカレンダアイコン
が表示されます。

図11.4-1 ドロップダウンカレンダー

11.4.2  プレースホルダテキスト
FileMaker Pro のプレースホルダテキストは、 フィールドが空の時
にフィールド内に薄い文字で表示されるテキストです。 文字列 （テキス
ト） の他、 フィールド名や計算結果を表示することができます。
例えば、 「タスク管理」 App の 「タスク」 テーブルにある 「説明」
フィールドはタスクに関する説明を入力するものですが、 入力にあたっ
ての注意事項などを表示したい場合があります。 このような場合に、
入力前のフィールドにプレースホルダテキストで入力方法を提示してお
くことができます。
プレースホルダテキストは、 入力に関して補足する場合だけでなく、
iPhone / iPad （FileMaker Go） での利用時などスペースに限りがあるときにフィールドラベルとして利用するこ
ともできます。
プレースホルダテキストは、 レイアウトモードでインスペクタ （右パネル） の [データ] タブの [プレースホルダテ
キスト （フィールドが空の場合） ] で指定します。

図11.4-2 プレースホルダテキスト
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演習 11-10  フィールドにドロップダウンカレンダーを割り当てる

フォルダ：演習11_10から11 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク詳細」 レイアウト上の 「期限」 フィールドと 「完了日」 フィール
ドにドロップダウンカレンダーを設定し、 動作を確認します。

1  「期限」 フィールドにドロップダウンカレンダーを設定します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。
b. 「期限」 フィールドを選択して、 インスペクタ （右パネル） の [データ] タブの [コントロールスタ
イル] で [ドロップダウンカレンダー] を選択します。

c. [カレンダーの表示切り替え用アイコンを表示] を選択します。

図11.4-3 ドロップダウンカレンダーの設定

d. 同様に、 「完了日」 フィールドにもドロップダウンカレンダーを設定します。
e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

2  「期限」 フィールドと 「完了日」 フィールドの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで、 「期限」 フィールドと 「完了日」 フィールドにカレンダーアイコンが
表示されていることを確認します。

b. 「期限」 フィールドに表示されたカレンダーアイコンをクリックするとカレンダーが表示され、 カレ
ンダー上で選択した日付がフィールドに入力されることを確認します。

演習終わり
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演習 11-11  フィールドにプレースホルダテキストを設定する

フォルダ：演習11_10から11 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク詳細」 レイアウト上の 「説明」 フィールドにプレースホルダテキ
ストを設定し、 表示を確認します。

1  「説明」 フィールドにプレースホルダテキストを設定します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。
b. 「説明」 フィールドを選択して、 インスペクタ （右パネル） の [データ] タブの [プレースホルダ
テキスト （フィールドが空の場合） ] の下の入力欄に、 次のテキストを入力します。
"タスクの目的や対象を含めて説明をわかりやすく入力してください"

図11.4-4 プレースホルダテキストの設定

なお、 入力欄の右側の鉛筆アイコンをクリックし、 [計算式の指定] ダイアログを表示してそこで入力
することもできます。

c. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに戻ります。

2  「説明」 フィールドの表示を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトで 「説明」 フィールドが空のレコードを表示します。 あるいは、 任意の
レコードの 「説明」 フィールドの値を一時的に削除します。
あるフィールドが空のレコードを検索する方法は、 4.4.2 節を参照してください。

b. 「説明」 フィールドにステップ 1 で設定したテキストが表示されていることを確認します。

演習終わり
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11.4.3  マージフィールド
マージフィールドは、 FileMaker Pro でフィールドの内容をレイアウトに表示する
ときに便利なレイアウトツールです。 フィールド値だけでなく、 固定のテキストも一
緒に表示することができます。
「タスク管理」 App では、 「タスク詳細」 レイアウトに 「ステータス」 フィールド
が配置されていて、 タスクのステータスを入力 ・ 更新したり、 確認したりすること
ができます。 しかし、 現在の 「ステータス」 フィールドは少し小さいので、 パッと
ステータスがわかるようにレイアウトの上部に大きく表示だけしたい、 と思うかもし
れません。 このような場合に、 通常のデータ入力に使うフィールドオブジェクトに加
え、 マージフィールドを使って 「ステータス」 の値をレイアウト上に表示することができます。

図11.4-5 文字数による隙間

さらに、 マージフィールドは、 フィールドに入力されているデータのサイズに応じて拡大／縮小されます。
例えば、「名前」 フィールドを使ってはがきや書簡の宛名印刷をしたい場合、通常のテキストフィールドの後に 「様」
といったテキストオブジェクトを配置して宛名を印刷すると、 図 11.4.-5 のように、 名前の文字数によって名前と敬
称の間に不自然なスペースができてしまうことがあります。
マージフィールドを使って宛名を設定すると、 レイアウト上では次のように、 フィールド名が 「<<>>」 に囲まれ
て表示されます。

<<名前>> 様

このとき、 「<<名前>>」 の部分は名前の文字数に応じて拡大／縮小するので、 名前と 「様」 との間にスペース
ができてしまうことがありません。
マージフィールドを配置するには、 レイアウトモードで [挿入] メニューから [マージフィールド...] を選択し、[フィー
ルド指定] ダイアログで挿入するフィールドを選択します。

レイアウトへの変数の挿入
フィールド値だけでなく、 日付、 時刻、 ユーザ名や、 アカウント名やページ数といった取得関数 （10.3.5） の計
算結果になる値をレイアウト上に表示することもできます。
このような値は、 レイアウトモードで [挿入] メニューから次の 6 種類を選択してレイアウト上に配置することがで
きます。

選択項目 内容 レイアウト上での表示

日付記号 現在の日付 {{日付}}

時刻記号 現在の時刻 {{時刻}}

ユーザ名記号 環境設定で指定されているユーザ名 {{ユーザ名}}

ページ番号 ページ番号 {{ページ番号}}

レコード番号 レコード番号 {{レコード番号}}

その他の記号... 取得関数 （Get 関数） の結果 {{取得関数の引数部分}}
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演習 11-12  マージフィールド、 記号を配置する

フォルダ：演習11_12 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、「タスク管理」 App の 「タスク詳細」 レイアウトのヘッダパートに、「ステータス」 フィールドをマー
ジフィールドとして配置して確認しやすくします。
また、 同様に今日の日付をヘッダパートに配置します。

1  ヘッダパートに 「ステータス」 フィールドをマージフィールドとして配置します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。
b. ヘッダパート上の、 マージフィールドを配置したい場所辺りを 1 回クリックします。
c. [挿入] メニューから [マージフィールド...] を選択します。
d. [フィールド指定] ダイアログで 「ステータス」 フィールドを選択します。
e. [OK] をクリックして [フィールド指定] ダイアログを閉じます。
f. ヘッダパートの b. でクリックした場所に 「<<ステータス>>」 というテキストオブジェクトが作成
されていることを確認します。

図11.4-6 マージフィールドの挿入

g. 「<<ステータス>>」 というテキストオブジェクトを選択し、前後に角括弧を挿入して 「[ <<ステー
タス>> ]」 という文字列にします。

h. インスペクタの [外観] タブでテキストオブジェクトのフォントサイズを 「18」 にします。 必要に応
じて配置も調整してください。
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2  ヘッダパートに今日の日付を示す文字列を配置します。
a. ヘッダパート上の、 日付を配置したい場所辺りを 1 回クリックします。
b. [挿入] メニューから [日付記号] を選択します。
あるいは、 [その他の記号...] を選択して [挿入する記号の選択] ダイアログで 「日付」 を選択する
のでも同じです。

c. ヘッダパートの a. でクリックした場所に 「{{日付}}」 というテキストオブジェクトが作成されてい
ることを確認します。

d. 「{{日付}}」 というテキストオブジェクトを選択して、 インスペクタの [外観] タブでフォントサイズ
を 「18」 にします。

e. テキストオブジェクトをクリックして、 前後に文字列を入力し、 「今日は {{日付}} です。」 とします。
f. テキストオブジェクトの位置をヘッダパートの左寄りに調整します。 必要に応じて、 オブジェクト
サイズや配置を調整してください。

図11.4-7 マージフィールドと日付記号の表示の設定

3  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

4  ヘッダパートに配置したマージフィールドと日付の表示を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトのヘッダパートに、ステップ (1) で設定した 「ステータス」 のマージフィー
ルドが表示されていることを確認します。

b. 「ステータス」 フィールドの値を変えたときに、 フィールド値の文字数に応じて角括弧の位置が変
わる （無用なスペースはできない） ことを確認します。

c. 同じくヘッダパートに、 今日の日付を示すテキストが表示されていることを確認します。

演習終わり
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11.4.4  ボタンとボタンアイコン
FileMaker Pro ではボタンを使用して特定の
スクリプトを実行することができます。 本書では 
3.4 節の演習で既に、 レイアウトを行き来するた
めのボタンを作成しました。
3.4 節で作成したボタンは、 ラベル （文字列）
でその機能を表現していましたが、 ボタンアイコ
ンを使用することもできます。 FileMaker Pro 
では、 次の 6 パターンのボタンの表示方法を利
用することができます。

 • ラベルのみ
 • アイコンのみ
 • アイコン ＋ ラベル （下）
 • アイコン ＋ ラベル （上）
 • アイコン ＋ ラベル （右）
 • アイコン ＋ ラベル （左）

これらのボタンの表示方法を適切に利用することによって、 そのボタンで実行される機能をユーザが直感的に理
解できるだけでなく、 画面をすっきりと楽しくすることができます。

図11.4-8 [ボタン設定] ダイアログ

ボタンの表示方法とボタンアイコンは、 [ボタン設定] ダイアログで選択することができます。 また、 表示サイズを
調整したり、 インスペクタでアイコンの色を変更することも可能です。
ボタンアイコンは FileMaker Pro の中に 100 種類以上が用意されているだけでなく、 Claris の Web サイト
などからダウンロードして読み込んで利用することもできます。

11.4.5  ボタンバー
1 つの機能ごとに 1 つのボタンを作成していくと、 ボタンの数が増えるにしたがってレイアウト上での配置の調整
が煩雑になってきます。 このような場合にはボタンバーを使って複数のボタンを整理すると便利です。
ボタンバーは、 1 つ以上のボタンを水平または垂直に表示して、 まとめて取り扱うことができます。 ボタンの数
は 1 つから設定して、 いつでも増減することができます。 ボタンオブジェクトからボタンバーオブジェクトに変更す
ることはできないので、 複数のボタンを作る可能性がある場合には最初からボタンバーで作成しておくと良いでしょ
う。

図11.4-9 [ボタン] アイコン （左） と [ボタンバー] アイコン （右）
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ボタンバー内の 1 つ 1 つのボタンを定義する部分をセグメントといい、現在選択されているセグメントをアクティ
ブセグメントといいます。 ます。 デフォルトでアクティブ （選択） 表示状態にするアクティブセグメントを設定するこ
ともできます。
ボタンバーは、 レイアウトモードでステータスツールバーの [ボタンバーツール] をクリックして、 レイアウト上でド
ラッグして描画します。 最初に 3 つのセグメントを持つボタンバーが作成されるので、 同時に表示される [ボタン
バー設定] ダイアログで設定 ・ 調整します。

図11.4-10 [ボタンバー設定] ダイアログ

演習 11-13  ボタンバーを設定する

フォルダ：演習11_13 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 3-5, 3-6 で作成したレイアウト切り替えボタンをボタンバーで実装します。
ボタンバーに設定するボタンは 「タスク一覧」 レイアウトへ切り替えるボタンと 「タスク詳細」 レイアウトへ切り
替えるボタンで、 セグメント （ボタン領域） の数は 2 つです。 このボタンバーを 「タスク詳細」 レイアウトと 「タ
スク一覧」 レイアウトに配置します。
さらに、 現在のレイアウトがどちらかユーザにわかりやすいように、 「タスク詳細」 レイアウトでは 「タスク詳細」
のセグメントを、 「タスク一覧」 のセグメントをそれぞれアクティブセグメントに設定します。
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1  「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。

2  上部ナビゲーションパートにボタンバーを作成します。
a. 作業しやすいように、 上部ナビゲーションパートの高さを 
80pt くらいにします。

b. ステータスツールバーの [ボタンバー] アイコンをクリックし、
ボタンバーを配置したい位置でドラッグしてボタンバーを描
画します。

c. ボタンバー描画後に表示される [ボタンバー設定] ダイア
ログで、 ボタンバーのすべてのボタンの表示をアイコン ＋ 
ラベル （右） （右から 2 番目） にします。

d. 表示された [ボタンバー設定] ダイアログで、 セグメントの
数を 2 つにします。
 • 「1/3」 と表示されている左の [-] をクリックして、 表示
を 「1/2」 にします （セグメントの数がデフォルトの 3 
つから 2 つになります）。

3  [ボタンバー設定] ダイアログでボタンバーの左側のセグメントを
設定します。
a. グレーの帯の部分に 「1/2」 と表示されていることを確認
します。

b. テキストエリア （ボタンのラベル） に 「タスク一覧」 と入
力します。

c. 適切なアイコンを選択し、 サイズを 「16 pt」 程度にします。
d. [処理:] の下のプルダウンメニューから 「単一ステップ」 を選択し、 既存の 「一覧」 ボタンの設
定 （演習 3-6） と同じように単一ステップを設定します。

図11.4-11 ボタンバーの設定

4  [ボタンバー設定] ダイアログでボタンバーの右側のセグメントを設定します。
a. グレーの帯の部分の [>] をクリックして、 「2/2」 と表示されるようにします。
b. テキストエリア （ボタンのラベル） に 「タスク詳細」 と入力します。
c. 適切なアイコンを選択し、 サイズを 「16 pt」 程度にします。
d. [処理:] の下のプルダウンメニューから 「単一ステップ」 を選択し、 「タスク詳細」 レイアウトに
切り替える単一ステップ （演習 3-5） を設定します。

e. [ボタンバー設定] ダイアログを閉じます。

5  この段階での動作を確認します。
a. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
b. 「タスク詳細」 レイアウトでボタンバーの 「タスク一覧」 をクリックすると 「タスク一覧」 レイアウ
トに切り替わることを確認します。
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6  現在のレイアウトがわかりやすいように、 「タスク詳細」 レイ
アウトでのアクティブセグメントを設定します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替え
ます。

b. ボタンバーをダブルクリックして [ボタンバー設定] ダ
イアログを表示します。

c. [アクティブセグメント:] の横のポップアップメニューを
開いて、 「タスク詳細」 を選択します。 （図 11.4-12）

d. インスペクタの [スタイル] タブを開いて、 ボタンバー
のスタイルが [デフォルト] に設定されていることを確
認します。

7  同様に、「タスク一覧」 レイアウトにもボタンバーを配置します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトに設定したボタンバーをコピー
して、 「タスク一覧」 レイアウト上に同様に配置します。

b. ボタンバーをダブルクリックして [ボタンバー設定] ダ
イアログを表示します。

c. [アクティブセグメント:] の横のポップアップメニューを
開いて、 「タスク一覧」 を選択します。

8  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

図11.4-12 ボタンバーのアクティブセグメントの設定

9  ボタンバーの表示と動作を確認します。
a. ボタンバーのボタンをクリックすることによって 「タスク一覧」 と 「タスク詳細」 レイアウトを行
き来できることを確認します。

b. 「タスク一覧」 と 「タスク詳細」 レイアウトを行き来して、 それぞれのレイアウトでアクティブセグ
メントで設定したボタンの色が変わることを確認します。

図11.4-13 ボタンバーの動作の確認
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c. 動作を確認したら、 「タスク詳細」 レイアウトの以前の 「一覧」 ボタンを削除してボタンバーの
位置を調整し、 上部ナビゲーションパートのサイズを適切な幅に戻してください。

演習終わり

11.4.6  ポップオーバー
ポップオーバーは、 現在のレイアウト上に 「吹き出し」 のように表示されるレイアウトオブジェクトで、 その中に
フィールド、 テキスト、 およびその他のオブジェクトを配置することができます。 ポップオーバーを表示するには、ポッ
プオーバーボタンをクリックします。
例えば、 「タスク管理」 App の 「タスク詳細」 レイアウトには 「添付ファイル」 タブがあり、 その中のポータル
内にタスクに関連する複数の添付ファイルのデータが表示されるようになっています。 添付ファイルそのものはオブ
ジェクトフィールドに格納されますが、 レイアウト上で添付ファイルの内容を確認できると便利です。
このためにポータル行の高さを大きく取ることも考えられますが、 常に大きく表示させておくより、 ユーザが必
要なタイミングで拡大表示できる方がレイアウトとしてすっきりさせることができます。 このような場合に、ポップオー
バーを利用してスペースを節約することができます。

図11.4-14 ポップオーバーの表示
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レイアウトにポップオーバーを追加するにはまず、 レイアウトモードのステータスツールバーで [ポップオーバーボ
タン] を選択して、ポップオーバーボタンを描画し、設定します。 そして、ポップオーバーに必要なレイアウトオブジェ
クトを配置します。
ポップオーバーおよびポップオーバーボタンの設定は、 [ポップオーバーボタンの設定] ダイアログで変更すること
ができます。

演習 11-14  ポップオーバーを追加する

フォルダ：演習11_14 使用ファイル： 11_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク詳細」 レイアウトに、 ポップオーバーを追加します。
ポップオーバーボタンを 「添付ファイル」 タブのポータル行に配置し、 クリックすると添付ファイルの内容がポッ
プオーバーに表示されるようにします。

1  「タスク詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。

2  「添付ファイル」 タブのポータル行にポップオーバーボタン
を配置します。
a. 「添付ファイル」 タブパネルの 「タスク添付ファイル」
TO のポータルに、 ポップオーバーボタンを配置する
空間を作成します。
「説明」 フィールドの幅を縮小するなどして、 左端に
スペースを作ってください。

b. ステータスツールバーの [ボタン] アイコンを長押し
し、 [ポップオーバーボタン] をクリックします。

c. ポップオーバーボタンを配置したい位置にボタンをマ
ウスドラッグで描画します。

d. [ポップオーバーボタンの設定] ダイアログが表示さ
れたら、 次の内容を設定します。
 • アイコン ：  アイコンのみとして、 アイコ

ンリストからイメージ用アイ
コンを選択

 • アイコンの大きさ： 32 pt 程度
 • 吹き出しの位置： レイアウトの右
 • 吹き出しの下のテキストエリア （ポップオーバーの上部に表示されるタイトル） ：
 「添付ファイルを表示」

e. [ポップオーバーボタンの設定] ダイアログを閉じます。

図11.4-15 [ポップオーバーボタンの設定] ダイアログ

3  ポップオーバーを設定します。 （図 11.4-16）
a. ポップオーバーボタンと同時に生成されているポップオーバーを選択し、大きさを調整します （書
類を表示するにはやや縦長が適切です）。
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b. ポップオーバーの中に 「タスク添付ファイル」TO の 「添付ファイル」 フィールドを、ポップオーバー
の領域いっぱいに配置します。 フィールドラベルは不要です。

c. ポップオーバー上の 「添付ファイル」 フィールドに対して、 インスペクタの [データ] タブで次の
設定をします。
 • [動作] の [フィールド入力] ： 「ブラウズモード」 をオフ
 • [データの書式設定] の [書式] ： 「枠に合わせてイメージを拡大／縮小する」

図11.4-16 ポップオーバーの設定

4  レイアウトを保存し、 ブラウズモードに戻ります。

5  ポップオーバーの動作を確認します。
a. 「タスク詳細」 レイアウトの 「添付ファイル」 タブで、 ステップ (2) で作成したポップオーバーボ
タンをクリックし、 添付ファイルの内容がポップオーバーに大きく表示されることを確認します。

b. レイアウトのポップオーバー以外の部分をクリックすると、 ポップオーバーが閉じることを確認しま
す。

演習終わり
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11.5 入力しやすくするために
本節では、 カスタム App にデータを入力するときに効率を上げるための細かな工夫を確認します。
このような工夫は結果にすぐに現れるので調整もしやすいですが、 やりすぎにも注意が必要です。 FileMaker 
Pro で利用できる設定やツールを上手に使って、 本来必要な機能の開発にかける時間を損なうことなく、 使いやす
い画面を実現してください。

11.5.1  見た目の工夫
カスタム App の見た目 （画面） は、 インスペクタや書式設定バーを使ってさまざまな工夫を施すことができます。
レイアウトを通して、 本当に知りたい情報がすぐに目につくか、 やりたい操作を最短で実行できるか、 などを考え
ながら、 いろいろと試してみてください。
以下は、 そのヒントとなるかもしれないポイントです。 これ以外のポイントも書籍やインターネットなどで数多く
見つけられます。

 • テキスト （フォント） の種類やサイズは適切か
画面上で見やすいをフォントを選択します。 また、 フォントサイズはある程度大きくした方が見やすくなります。
ただし、 1 つのレイアウトにさまざまなフォントあるいはフォントサイズや色が混在していると、 かえって見づらく
なります。

 • 色の使い方は適切か
他と区別したり強調したい場合は色を変えることが効果的ですが、 その一方で使う色の種類が多くなりすぎ
ると、 どれが重要なのか往々にしてわからなくなりがちです。 また画面全体としても雑多な印象になります。
CUD (カラーユニバーサルデザイン） などを意識しつつ、 使う色のルールを決めることをお勧めします。

 • ガイドの方法は適切か
画面上の表示内容はフィールドラベルを使ってわかりやすくすることができますが、 表示スペースが限られてい
る場合は、 プレースホルダテキスト （11.4.2） やアイコン （11.4.4） などを利用することも検討してください。

 • 1 つのレイアウト上に表示する情報量は適切か
1 つのレイアウトで必要なすべての情報を見られるようにすると便利なことも多いですが、 あまりに多くの情報
が 1 つのレイアウト上に押し込まれていると、 重要な情報がすぐに目に入りにくくなったり、 見落としてしまう
こともあります。 タブコントロール （8.2.2） やポップオーバー （11.4.6） を使ったり、 別のレイアウトに情報を
分けて表示したりすることの検討も重要です。

11.5.2  タブ順を設定する
ブラウズモードまたは検索モードでキーボードの Tab キーを押下すると、 フィールドを次々に移動することができ
ます。 このフィールド間を移動する順序をタブ順と言います。
タブ順には、 フィールドだけでなく、 ボタン、 パネルコントロールなどのレイアウトオブジェクトを含めることも可
能です。 タブ順を適切に設定することにより、 フィールドを移動しながら連続してデータを入力する操作を効率化す
ることができます。
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タブ順の確認と設定
タブ順は、 レイアウトモードで確認 ・ 設定します。
（1） レイアウトモードに切り替えます。
（2） [レイアウト] メニューから [タブ順設定...] を選択すると、 [タブ順設定] ダイアログと共に、 番号付きの矢印
がレイアウト上のレイアウトオブジェクトに表示されます。 この矢印の番号がタブ順です。

図11.5-1 タブ順の設定

（3） 矢印の中の番号を直接書き換えると、 タブ順が変更されます。
（4） 矢印の中の番号を削除すると、 そのレイアウトオブジェクトには Tab キーで移動できなくなります。
（5） [タブ順設定] ダイアログの [OK] ボタンをクリックすると、 タブ順が保存されて、 番号付きの矢印が消えま
す （通常のレイアウトモードに戻ります）。

タブ順の削除
タブ順をすべて削除したい場合は、 [タブ順設定] ダイアログ内の [全て消去] ボタンをクリックします。
これによって、 どのフィールド上で Tab キーを押下しても次のフィールドに移動しなくなります。
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移動するキーの設定
フィールドに対して、 タブ順で次のレイアウトオブジェクト
へ移動するために使用するキーを Tab キー以外に変更する
ことができます。 設定できるキーは Tab キーの他、 Return 
キー (Windows) か return キー (macOS)、 Enter キー 
(Windows) か enter キー (macOS)です。
使用するキーは、 インスペクタの [データ] タブの [動
作] 領域の [次のオブジェクトへの移動に使用するキー] で、
フィールドごとに設定します。 （図 11.5-2）
た だ し、 Return キ ー (Windows) か return キ ー 
(macOS)を指定した場合、 そのフィールドに改行を入力す
ることができなくなるので、 注意が必要です。

図11.5-2 [次のオブジェクトへの移動に使用するキー] の設定

11.5.3  インプットメソッドの切り替え
FileMaker Pro では、 フィールド入力するときの日本語入力の種類 （インプットメソッド） を指定することができ
ます。
例えば、 「メールアドレス」 フィールドに入力する場合は自動的に半角英数モードになり、 「姓名」 フィールドでは
日本語変換モードになる、 といったように自動的に切り替えることができます。 これを、 「入力モード （インプットメ
ソッド） の切り替え」 といいます。
フィールドのテキスト入力方法を設定するには、 インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域の [インプットメソッ
ドの設定] ポップアップメニューで指定します。 ここで例えば 「英字モードに固定」 を選択すると、 そのフィールドに
入力する際には自動的に半角英数字入力モードに切り替わります。 （図 11.5-3）
設定の選択肢についての詳細は、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

11.5.4  タッチキーボードタイプ （Claris FileMaker Go）
FileMaker Go でも使用するカスタム App の場合は、入力時に表示するキーボード （タッチキーボード） をフィー
ルドに設定するデータに応じたものに設定することができます。
例えば、「電子メール」 フィールドには 「電子メール」（標準電子メールキーボード）、「電話番号」 フィールドには 「電
話番号」 （電話番号に一般的に使用される記号を使用できるキーボード） を設定することができます。
タッチキーボードタイプを変更するには、 インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域の [タッチキーボードタイプ] 
ポップアップメニューで指定します。 （図 11.5-3）
設定の選択肢についての詳細は、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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図11.5-3 インプットメソッド、 タッチキーボードタイプの設定
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第12章 出力機能と集計

第 11 章に引き続き、 第 12 章ではカスタム App をより実用的にする機能について考えていきます。
11.1 節では 「タスク管理」 App を例に、 作業のシチュエーションと、 そのときに利用する画面 （レイアウト） と
して次を考えました。
（A） タスクの情報を入力する → 1 件ごとにタスク情報を入力できる画面
（B） タスクの状況を確認する → リストでタスク情報を表示できる画面
（C） 必要に応じてタスクを検索する → リストでタスク情報を表示できる画面
（D） タスク一覧を印刷する  → リストでタスク情報を表示できる画面

このうち (A) と (B) については第 11 章で検討したので、 本章では残りの (C) と (D) について検討します。

「タスク管理」 App の画面遷移例 （図 11.1-1 再掲）

12.1 検索とソート
12.1.1  スクリプトによる検索の実行
「タスク管理」 App で検討した作業のシチュエーション 「(C) 必要に応じてタスクを検索する」 について考えます。
11.1 で検討したとおり、 「タスクを検索する」 機能 （「タスク検索」） は、 「タスク一覧画面」 で条件を満たすタス
クを検索して抽出する機能です。
この機能を使う場面としては、 例えば、 会議の参考資料として必要なデータまとめる場合が考えられます。 この
場合、 「ステータスが『 進行中』 のタスクがわかる参考資料」 が作成できるようにタスク検索を実行し、 全体とし
ての作業の流れ （順序） は、 次のようになります。
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（1） 「タスク一覧」 レイアウトで検索する
（2） 印刷する
（3） 会議の参考資料にする

これだけであれば、 ユーザが直接 「タスク一覧画面」 で検索モードに切り替えて検索することで対応できますが、
会議のたびに毎回手作業で検索するよりは、 ボタンをクリックするだけで自動的に検索できた方が便利です。
したがって、 ここでは次の機能を実装します。
 • 「タスク」 テーブルのレコードのうち、 「ステータス」 フィールドが 「進行中」 のレコードを検索するボタン

これをスクリプトで実装するために作業の順序をさらに細分化すると、 次のようになります。
（1） 「タスク一覧」 レイアウトで検索する
(1-1) 「タスク一覧」 レイアウトに切り替える
(1-2) 検索モードに切り替える
(1-3) 検索条件を入力する　→　「ステータス」 フィールドに 「進行中」 と入力
(1-4) 検索を実行する
(1-5) 表示された検索結果を確認する

（2） 印刷する
（3） 会議の参考資料にする

検索に関係するスクリプトステップ
スクリプトを使って検索を実行するには、 次のスクリプトステップを使います。 オプションについては、 次の演習 
12-1 で確認してください。

 • [検索モードに切り替え] スクリプトステップ
 • [フィールド設定] スクリプトステップ
 • [検索実行] スクリプトステップ

次の演習 12-1 では、 上記作業の流れのうち (1-1) から (1-4) を自動化するスクリプトを作成し、 ボタンに割
り当てます。 それぞれのステップでは次のスクリプトステップを使います。

(1-1) 「タスク一覧」 レイアウトに切り替える → [レイアウト切り替え] スクリプトステップ
(1-2) 検索モードに切り替える → [検索モードに切り替え] スクリプトステップ
(1-3) 検索条件を入力する → [フィールド設定] スクリプトステップ
(1-4) 検索を実行する → [検索実行] スクリプトステップ

「タスク一覧」 レイアウト上に配置するボタン （「進行中」） は、 次のようなイメージです。
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図12.1-1 「進行中」 ボタンの配置例

演習 12-1  タスクを検索するスクリプトを割り当てたボタンを作成する

フォルダ：演習12_1から2 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク一覧」 レイアウトに、 特定のタスクを検索するスクリプトを割り当
てた検索ボタンを作成します。
検索するタスクは、 「ステータス」 フィールドが 「進行中」 (*) のタスクです。 まず、 この検索を実行するスクリ
プトを作成し、 「タスク一覧」 レイアウト上のボタンに割り当てます。
(*) 「ステータス」 フィールドの値は、 11.3.1 の演習 11-5 で、 カスタム値一覧を使って 「進行中」 「保留中」 「延
期」 「キャンセル」 「完了」 のいずれかの値が設定されるようになっています。

1  演習ファイルを開いて、 [スクリプトワークスペース] を開きます。

2  新しいスクリプト 「タスクステータス検索」 を作成します。
a. 新しいスクリプトを 1 つ作成し、 名前を 「タスクステータス検索」 とします。
b. 図 12.1-2 のようにスクリプトの内容を入力します。
1 行目であれば、 スクリプト編集パネルで 「レイアウト」 と入力すると候補のスクリプトステップが一
覧表示されるので、 上下矢印キーで目的のスクリプトステップを選択します。

図12.1-2 「タスクステータス検索」 スクリプト

c. スクリプトを保存します。
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3  「タスク一覧」 レイアウトにボタンを作成し、 スクリプトを割り当
てます。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで、レイアウトモードに切り替えます。
b. ヘッダパートにボタンバーを作成します。 ボタンは 1 つの
みとし、 [ボタンバー設定] ダイアログで次の設定をします。
 • ボタンバーのラベル： アイコン ＋ ラベル （右）
 • ラベル名：  「進行中」
 • アイコンのサイズ： 16 pt
 • アイコン ：  虫眼鏡アイコン
 • [処理:] ：  スクリプト実行
 • [開始: 現在のファイル]の下 （スクリプト名） ： 
   「タスクステータス検索」

c. ボタンの大きさや位置を調整します。 ヘッダパートの高さ
も適宜調整してください。

d. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに戻ります。

4  「進行中」 ボタンの動作を確認します。

「タスク一覧」 レイアウトで 「進行中」 ボタンをクリックして、「ステー
タス」 フィールドの値が 「進行中」 のタスクだけが表示されることを
確認します。 （図 12.1-1）

図12.1-3 「進行中」 ボタンの設定 （ボタンバー）

演習終わり

12.1.2  エラー処理
検索は、 検索条件に合致するデータが必ず存在しているとは限りません。 12.1.1 で検討した 「進行中」 のタス
クを検索する処理も、 「進行中」 のタスクが 1 件もない場合も考えられます。
ステータスの値が 「進行中」 のタスクが 1 件もない状態で演習 12-1 で作成したスクリプトを実行すると、 図 
12.1-4 のようなダイアログが表示されます。 これは、 検索条件に一致するレコードがない場合の標準のエラーメッ
セージです。

図12.1-4 検索結果がない場合の標準のエラーメッセージダイアログ
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このダイアログの 3 つのボタンは、 クリックしたとき、 それぞれ次のように動作します。
 • [キャンセル] →　スクリプトをキャンセル （中断）
 • [続行] →　スクリプトを次の行から続行
 • [検索条件変更] →　別の検索条件を入力できるように検索モードでスクリプトを一時停止

ここで、 FileMaker Pro のことをあまり知らないユーザの立場で考えてみましょう。
「進行中」 ボタンをクリックしたときに、 いきなりこのダイアログが表示されたらどうでしょうか。 どのボタンを押
したらいいか、 困ってしまうかもしれません。 また、 スクリプトの内容によっては、 「キャンセル」 でスクリプトを中
断したり、 「続行」 で次の行からスクリプトを再開してしまったりすると、 当初想定しなかった結果になることもあり
ます。
そこで、 標準のエラーメッセージの表示内容を変更することはできないので、 エラーが起こる可能性がある場合
にスクリプトでエラー時の処理を用意しておきます。 これを 「エラー処理」 と言います。
12.1.1 で検討した会議資料を作成する作業では、 「進行中」 のタスクの検索結果が 0 件の場合にエラーとなり
ます。 しかし、 会議の参考資料を作成するという目的を考えると、 合致するものがなければ他に何もする必要はあ
りません。 これを勘案すると、 作業の流れは次のようになります。
（1） 「タスク一覧」 レイアウトで検索する
(1-1) 「タスク一覧」 レイアウトに切り替える
(1-2) 検索モードに切り替える
(1-3) 検索条件を入力する　→　「ステータス」 フィールドに 「進行中」 と入力
(1-4) 検索を実行する
(1-5) 検索結果があるかどうかを確認する
 (1-5-1) 検索結果がなければその旨を表示し、 作業はここで終わり
 (1-5-2) 検索結果があれば表示された検索結果を確認

（2） 印刷する
（3） 会議の参考資料にする

次の演習 12-2 では、演習 12-1 で作成した 「タスクステータス検索」 スクリプトに上記作業の (1-5), (1-5-1), 
(1-5-2) の内容を組み込みます。 それぞれのステップでは、 次のスクリプトステップおよび関数を使います。

(1-5) 検索結果があるかどうかを確認する
   → [エラー処理] スクリプトステップ、 [If] スクリプトステップ、
   　　Get (最終エラー) 関数
 (1-5-1) 検索結果がなければその旨を表示し、 作業はここで終わり
 (1-5-2) 検索結果があれば表示された検索結果を確認

[エラー処理] スクリプトステップは、 FileMaker Pro の標準の警告メッセージの非表示／表示を切り替えるもの
です。 [エラー処理] スクリプトステップをオプション [オン] で実行した後は、 標準のエラーメッセージは表示されま
せん。
その代わりに、 Get (最終エラー) 関数を使ってスクリプトステップから返されたエラーメッセージを取得すること
ができます。 エラーメッセージが返されたかどうかは [If] スクリプトステップによって条件判定をし、 その判定結果
によって処理を振り分けます。
標準のエラーメッセージを表示したくないスクリプトステップ （スクリプト内で独自のエラー処理をしたい部分）
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の後は、 [エラー処理] スクリプトステップを速やかに [オフ] にすることを忘れないようにしましょう。 それ以降は、
FileMaker Pro がエラーを警告メッセージとして表示してくれるようになります。
エラー処理について詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 も参考にしてください。

演習 12-2  検索処理用スクリプトにエラー処理を追加する

フォルダ：演習12_1から2 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 12-1 で作成した 「タスクステータス検索」 スクリプトにエラー処理を追加し、 検索結果が 
0 件だった場合にカスタムダイアログ （12.4.3） を表示するようにします。
エラー処理を追加する前にまず、 検索結果が 0 件の場合に表示される標準のエラーメッセージを確認します。

1  検索結果が 0 件となる検索条件を設定して、 標準のエラーメッセージを確認します。
a. [スクリプトワークスペース] を開き、 「タスクステータス検索」 スクリプトを表示します。
b. 4 行目の [フィールド設定] スクリプトステップに指定している検索条件 「進行中」 を 「延期」 に
変更します （演習ファイルのデータベースには、 「ステータス」 フィールドに 「延期」 という値が
入力された 「タスク」 レコードは存在しません）。

図12.1-5 検索結果が 0 件になるスクリプト

c. スクリプトを保存します。
d. 全レコードを表示し、 「タスク一覧」 レイアウトの 「進行中」 ボタンをクリックします。
e. 12.1.2 で説明されている標準のエラーメッセージのダイアログ （図 12.1-4） が表示されること
を確認します。

f. 標準のエラーメッセージのダイアログ中の [キャンセル] をクリックして終了します。
なお、 このエラーメッセージを出した [検索実行] スクリプトステップはスクリプトの最後の行なので、
[キャンセル] で終了しても特に問題は起こりません。

2  「タスクステータス検索」 スクリプトにエラー処理を追加します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「タスクステータス検索」 スクリプトを表示します。
b. [検索実行] スクリプトステップの前後に、 図 12.1-6 のようにエラー処理を追加します （6, 8-11 
行）。
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図12.1-6 スクリプトにエラー処理を追加

 • 動作確認のため、 4 行目の検索条件は 「延期」 のままにしておきます。
 • [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップのオプション設定は、 図 12.1-7 を参考にして
ください。 [ボタン 2] の 「"キャンセル"」 は削除します。

図12.1-7 カスタムダイアログを表示 スクリプトステップのオプション

c. スクリプトを保存します。

3  エラー処理の動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトの 「進行中」 ボタンをクリックし、 図 12.1-8 のようなカスタムダイア
ログが表示されることを確認します。
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図12.1-8 カスタムダイアログの表示の確認

b. 動作確認が終わったら、 「タスクステータス検索」 スクリプトの 4 行目の [フィールド設定] スク
リプトステップの設定値を 「延期」 から 「進行中」 に戻してください。

演習終わり

12.1.3  ソート
FileMaker Pro では、 検索結果のレコードの順序は任意です。 したがって、 用途に応じて並び替え （ソート）
をすると一覧表示の際に見やすくなります。
12.1.1, 12.1.2 で作成した 「タスク管理」 App の 「タスク一覧画面」 の検索機能は、 ステータスが 「進行中」
のタスクを検索して表示します。 「進行中」 のタスクは、 「期限」 が迫っているものや 「優先度」 が高いものがあ
ります。 また、 「カテゴリー」 ごとに並んでいると便利です。
このことから、 「タスク一覧画面」 のタスクを、 次の観点でソートする機能について考えます。
（1） 期限が早い順 → 「期限」 フィールドの値の昇順
（2） 優先度が高い順 → 「優先度」 フィールドの値に対してカスタム値一覧 「優先度」 の順 
   （「高」 → 「中」 → 「低」）

（3） カテゴリーの順 → 「カテゴリー」 フィールドの値に対してカスタム値一覧 「カテゴリー」 の順 
   （「カテゴリーA」 → 「カテゴリーＢ」 → 「カテゴリーC」 → 「その他」）

上記 3 つのフィールドのソートの優先順位は、 上の番号順とします。 そして、 このソートを実行するボタンを 「タ
スク一覧」 レイアウトに作成します。

ソートを実行するスクリプトステップ
ソートを実行するには、 [レコードのソート] スクリプトステップを使います。 [レコードのソート] スクリプトステップ
でソートの順序などは [レコードのソート] ダイアログで設定します。
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図12.1-9 [レコードのソート] スクリプトステップのオプション

演習 12-3  ソート用スクリプトを割り当てたボタンを作成する

フォルダ：演習12_3 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク一覧画面」 に表示されたレコードをソートするスクリプトを作成し、
そのスクリプトを割り当てたボタンを作成します。
ソートは、 次の 3 つのフィールドに対して、 上から順の優先順位で実行します。
（1） 「期限」 フィールドの値の昇順
（2） 「優先度」 フィールドの値に対してカスタム値一覧 「優先度」 の順
（3） 「カテゴリー」 フィールドの値の昇順順

このソートを実行するボタンの名称は、 わかりやすく 「期限/優先度/カテゴリー」 ボタンとします。

1  ソートを実行するスクリプト 「タスクソート ：期限と優先度とカテゴリー」 を作成します。 （図 12.1-10）
a. [スクリプトワークスペース] を開いて新しくスクリプトを作成し、 名前を 「タスクソート ：期限と
優先度とカテゴリー」 とします。

b. 1 行目に [レコードのソート] スクリプトステップを入力し、 オプションの [ダイアログあり] を 「オ
フ」 にします。

c. [レコードのソート] スクリプトステップの右の歯車アイコンをクリックし、 [ソート順を指定] を選択
して [レコードのソート] ダイアログを表示します。

d. 左のフィールドリストから 「期限」 を選択し、 フィールドリストの下の 「昇順」 ラジオボタンが選
択されていることを確認してから [>>移動>>] ボタンをクリックします。

e. 「期限」 が右側の [ソート優先順位:] のリストに表示されたことを確認します。
f. 次のソート優先順位の 「優先度」 を左のフィールドリストから選択し、下の [値一覧に基づく順位:] 
ラジオボタンを選択して、 その右のポップアップメニューから 「優先度」 を選択します。
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g. [>>移動>>] ボタンをクリックして、 「優先度」 が右側のリストの 「期限」 の下に表示されたこ
とを確認します。

h. 同様に、 「昇順」 で 「カテゴリー」 を選択してから [>>移動>>] ボタンをクリックして、 「カテゴ
リー」 が右側のリストの最後に表示されたことを確認します。

i. [OK] をクリックして [レコードのソート] ダイアログを閉じます。
j. [レコードのソート] スクリプトステップの後に、[レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステッ
プをオプション [最初の] で追加します。 これにより、 レコードのソート後に最初の対象レコード
に移動します。

k. スクリプトを保存します。

図12.1-10 「タスクソート ：期限と優先度とカテゴリー」 スクリプトとオプション設定

2  「タスク一覧」 レイアウトにソート用のボタン 「期限と優先度とカテゴリー」 を追加します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 「進行中」 ボタンバーをダブルクリックして [ボタンバー設定] ダイアログを表示します。
c. グレーの帯部分の [+] をクリックして、 ボタンの数を 2 つに増やします。
d. 右側のボタン （「2/2」） に次の設定をします。

 • テキストエリア （ボタンのラベル） ： 「期限 / 優先度 / カテゴリー」
 • アイコン ： 適切なアイコンを選択
 • [処理:] の下のプルダウンメニュー ： 「スクリプト実行」 を選択
 • [スクリプト指定] ダイアログ： 「タスクソート ：期限/優先度/カテゴリー」 を選択
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e. [OK] ボタンをクリックして [ボタンバー設定] ダイアログを閉じます。
f. レイアウト上のボタンバーのサイズを調整します。
g. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

3  「期限と優先度とカテゴリー」 ボタンの機能を確認します。 （図 12.1-11）
a. 「タスク一覧」 レイアウトに切り替えます。
b. 「進行中」 ボタンをクリックした後、 「期限と優先度とカテゴリー」 ボタンをクリックして、 検索結
果が 「期限」 の昇順、 「優先度」 「カテゴリー」 順にソートされたことを確認します。

c. 「タスク一覧」 レイアウトで、 [すべてを表示] をクリックして全 「タスク」 レコードを表示します。
d. 「期限と優先度とカテゴリー」 ボタンをクリックして、 「期限」 の昇順、 「優先度」 「カテゴリー」
順にソートされたことを確認します。

図12.1-11 「期限/優先度/カテゴリ」 ボタンクリック後の 「タスク一覧」 レイアウト

演習終わり
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12.2 印刷
「タスク管理」 App で検討した作業 （11.1） のシチュエーション 「(D) タスク一覧を印刷する」 について考えます。
FileMaker Pro では、 現在のレイアウトを使用してレコードを印刷します。 すなわち、 「タスク一覧」 画面をそ
のまま印刷することもできますが、 印刷専用のレイアウトを作って使用することもできます。

12.2.1  手動で印刷する
現在のレイアウトでレコードを印刷するには、 [ファイル] メニューから [印刷...] を選択します。 そして、 [プリント] 

ダイアログで印刷設定をして [プリント] ボタンをクリックします。
[プリント] ダイアログの [詳細を表示] をクリックして、 印刷するレコードの範囲や印刷レイアウト （印刷方法）、
用紙処理を設定することもできます。

図12.2-1 [プリント] ダイアログ

プリンタが利用できる場合は、 カスタム App のどれかのレイアウトを表示した状態で印刷してみてください。

用紙設定
FileMaker Pro ではそれぞれのカスタム App ファイルに対して、 異なる用紙サイズと印刷方向を指定すること
ができます。
これはファイルを開いている状態で、 [ファイル] メニューの [用紙設定...] を選択して [ページ設定] ダイアログに
て指定します。
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図12.2-2 [ページ設定] ダイアログ

12.2.2  初めてのプレビューモード
FileMaker Pro でレイアウトの内容がどのように印刷されるかを確認できるのが、 プレビューモードです。 プレ
ビューモードは印刷時のイメージを確認するためのもので、 フィールドへのデータ入力やフィールド内のデータの編
集はできません。

図12.2-3 プレビューモードの画面
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プレビューモードに切り替える
次のいずれかの方法でプレビューモードに切り替えます。

 • 方法 1 ： メニューから切り替える
[表示] メニュー > [プレビューモード] を選択します。

 • 方法 2 ： ショートカットで切り替える
Ctrl+U （Windows） あるいは command-U （macOS） を使います。

 • 方法 3 ： レイアウトバーから切り替える
ブラウズモードでレイアウトバーの [プレビュー] ボタンをクリックします。

プレビューモードの画面
プレビューモードは、 指定されている用紙設定 （12.2.1） に応じて表示されます。

プレビューモードのメニュー
プレビューモードでのメニュー項目は、 ほぼブラウズモードと同じです。 プレビューモードで使用できない項目はグ
レーアウトされます。

プレビューモードのステータスツールバー
プレビューモードのステータスツールバーには、 印刷時によく使うコマンドボタンが配置されます。
ブラウズモードでレコード間を移動する矢印やスライダは、 ページを移動するために使います。 またレコードの先
頭からの番号を示す数値は、 ページ番号を示します。

図12.2-4 プレビューモードのステータスツールバー

プレビューモードのレイアウトバー
プレビューモードのレイアウトバーには、 レイアウトの選択、 レイアウトの表示方法の切り替えと、 プレビューモー
ドを終了するボタン （[プレビューの終了]） が表示されます。

図12.2-5 プレビューモードのレイアウトバー

プレビューモードの終了
次のいずれかの方法で、 プレビューモードを終了します。
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 • 方法 1 ： ブラウズモードに切り替える
ショートカットキー Ctrl+B （Windows） あるいは command-B （macOS） を使います。

 • 方法 2 ： レイアウトバーの [プレビューの終了] ボタンをクリックします。

12.2.3  印刷用レイアウトの作成
12.2.1 では 「タスク一覧」 レイアウトをそのまま印刷する方法を説明しましたが、 表示用のレイアウトが印刷用
には向かない場合もあります。 また、 印刷対象のフィールドを追加 ・ 削除したり、 印刷物にヘッダやフッタを挿入
したい場合もあるかもしれません。 このように、 表示用と印刷用のレイアウトは、 別々に作成した方が便利なこと
が多いです。
印刷用のレイアウトを作成する場合、 FileMaker Pro の [新規レイアウト/レポート] アシスタントを利用すると便
利です。 [新規レイアウト/レポート] アシスタントでは、 集計フィールドの追加、 印刷するフィールドの選択、 ヘッダ
およびフッタの追加などをウィザードに従って実行することができます。
なお、 印刷用のレイアウトは必ず [新規レイアウト/レポート] アシスタントを使って作成しなければいけないわけ
ではありません。 普通に作成したレイアウトを印刷に利用することもできます。

図12.2-6 [新規レイアウト/レポート] アシスタントによる印刷レイアウトの作成
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スライド機能
「タスク」 テーブルの 「説明」 フィールドには、 長い文章が入力
される場合もあれば、 短い文章が入力されたり、 必要のないとき
にはまったく入力されなかったりする場合があります。
印刷用のレイアウトでは、 どんなに長い文章が入力されていても
常にちゃんと印刷されるように高さや幅を大きめにしておく必要が
ありますが、 短い文章が入っているレコードは印刷すると隙間が空
きすぎていると感じてしまいます。
FileMaker Pro には、 フィールドの幅や高さを入力されている
データによって動的に変更するスライド機能があります。 スライド機
能は、 フィールドやポータルだけでなく、 レイアウトパートに対して
も使用することができます。
スライド機能は、レイアウトモードでインスペクタの [位置] タブの [スライドと表示] 領域で設定することができます。

図12.2-7 スライド機能の設定

印刷しないオブジェクトの設定
印刷用レイアウトに印刷サイズを示す文言があれば、 ユーザが安
心するかもしれません。 しかし、 このようなテキストは実際には印
刷して欲しくありません。
レイアウト上に印刷したくないテキスト （注意書きなど） やボタ
ンがある場合、 FileMaker Pro ではそれを印刷しないように設定
することができます。
特定のレイアウトオブジェクトを印刷しないためには、 レイアウト
モードでインスペクタの [位置] タブの [スライドと表示] 領域の [オ
ブジェクトの表示] で [印刷時に非表示にする] を選択します。 こ
れにより、 ブラウズモードでは表示されていても、 プレビューモー
ドでは表示されず、また、印刷時およびPDF 形式での保存時 （[ファ
イル] メニュー > [レコードの保存/送信] > [PDF...]） には印刷さ
れません。

図12.2-8 印刷しないオブジェクトの設定

演習 12-4  印刷用レイアウトを作成する

フォルダ：演習12_4 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 [新規レイアウト/レポート] アシスタントを使って印刷用レイアウトを作成します。
ここで作成する印刷用レイアウトは、 「タスク管理」 App の 「タスク一覧」 レイアウトの内容に加えて、 タスクの
内容が一覧からもわかるように、 「説明」 フィールドを追加します。
印刷にあたって、 次の印刷設定で印刷できるように用紙設定をします。
 • 用紙サイズ： A4
 • 用紙方向： 縦

「説明」 フィールドにはスライドオプション （スライド機能） を設定して、 フィールドの高さが入力されている文章
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の長さに合わせて縮小するようにします。
また、 レイアウト上に印刷サイズを示す文言を配置し、 印刷時には印刷しないように設定します。

1  [新規レイアウト/レポート] アシスタントで印刷用レイアウトを作成します。
a. 演習ファイルを開き、 レイアウトモードに切り替えます。
b. [レイアウト] メニューの [新規レイアウト/レポート] を選択するか、 ステータスツールバーの [新規
レイアウト/レポート] アイコンをクリックして、 [新規レイアウト/レポート] アシスタントを起動します。

c. 最初のダイアログで次の設定をして、 [続行] ボタンをクリックします。 （図 12.2-9）
 • [レコードを表示:] ： 「タスク管理」
 • [レイアウト名] ： 「印刷用タスク一覧」
 • [プリンタ] と [レポート]を選択

図12.2-9 [新規レイアウト/レポート] アシスタントによる印刷レイアウト作成開始

d. [小計と総計を含める] ではすべての選択肢のチェックを外して [次へ >] をクリックします。
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図12.2-10 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：小計と総計を含める

e. [フィールドの指定] では次の順でフィールドを指定し、 [次へ >] をクリックします。 （図 12.2-11）

 • タスク
 • 期限
 • 説明
 • ステータス
 • カテゴリー
 • 優先度

図12.2-11 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：フィールドの指定

f. [区分けフィールドによるレコードのグループ化] では何も指定せず、 [次へ >] をクリックします。
g. [レコードのソート] でも何も指定せず、 [次へ >] をクリックします。
h. [ヘッダおよびフッタの情報] では、 次のようにヘッダとフッタを指定して、 [次へ >] をクリックし
ます。 （図 12.2-12）
 • ヘッダ： 右上に 「現在の日付」
 • フッタ ： 中央下に 「ページ番号」
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図12.2-12 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：ヘッダおよびフッタの情報

i. [レポートのスクリプトを作成] では [スクリプトを作成しない] を選択した状態で、 [完了] をクリッ
クします。

j. [新規レイアウト/レポート] アシスタントが終了して、 新しいレイアウト 「印刷用タスク一覧」 がレ
イアウトモードで開かれていることを確認します。

2  「印刷用タスク一覧」 レイアウトのフィールドをすべて入力不可にします。
a. フィールドをすべてドラッグで選択し、インスペクタの [データ] タブの [フィールド入力] 領域の [ブ
ラウズモード] および [検索モード] の選択を外します。

3  「印刷用タスク一覧」 レイアウトの印刷領域を確認します。
a. 用紙設定 （12.2.1） を確認して、用紙サイズが 「A4」、方向が 「縦」 になっていることを確認します。
b. レイアウトの幅をドラッグして現在のすべてのフィールドが収まるくらい （ 710 pt くらい） に広げ
ます。

c. [表示] メニューを開いて [改ページ] を選択し、 レイアウト上に点線が表示されていることを確認
します。 この点線が指定した用紙サイズの境界です。 （図 12.2-13）

図12.2-13 印刷領域の確認
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4  「印刷用タスク一覧」 レイアウトを印刷領域に収まるように調整します。
a. レイアウトテーマを印刷用の 「エンライトンド印刷」 に変更します。
b. ヘッダパートの 「{{日付}}」 は、インスペクタの [外観] タブの [段落設定] で右揃えに設定します。
c. フッタパートの 「{{ページ番号}}」 は、 同じく [段落設定] で中央揃えに設定します。
d. フィールドとフィールドラベルをわかりやすく並び替えます。 図 12.2-14 を参考にしてください。
[表示] メニューの [オブジェクト] > [サンプルデータ] を選択すると、 レイアウト上にサンプルデー
タが表示され、 レイアウトオブジェクトの大きさや位置を設定しやすくなります。

e. ヘッダパートの左上に、 印刷物のタイトルをテキストで追加します。 タイトルは 「タスク一覧」 と
してください。

図12.2-14 印刷レイアウトの調整例

f. リスト形式の場合、 レコードの境界がわからないので、 レコード間に線を挿入します。
ヘッダパートとボディパートに対して、 インスペクタの [外観] タブの [グラフィック] 領域の [線] で
下線を設定してください。 （図 12.2-15）

図12.2-15 レコード間に線を設定
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5  「説明」 フィールドにスライドオプション （スライド機能） を設定します。
a. 「説明」 フィールドを選択して、 インスペクタの [位置] タブを開きます。
b. [スライドと表示] 領域で次の設定をします。 （図 12.2-16）

 • [上方へスライド:] ： 選択 （チェックをオン）
 • [真上のオブジェクトのみ対象] ： 選択
 • [対象を含むパートもサイズ変更する] ： 選択

図12.2-16 フィールドにスライドオプションを設定

6  「印刷用タスク一覧」 レイアウトに印刷サイズを示す文言を配置し、 印刷時には印刷しないように設定し
ます。
a. テキストオブジェクトを作成して 「この印刷は A4 縦を想定しています」 と入力します。
b. インスペクタの [スタイル] タブでスタイルとして [ヘッダテキスト] を指定し、 ヘッダパートの上
部中央に配置します。
分かりやすくするために、 フォント色を赤色などに変更しておきます。

c. インスペクタの [位置] タブの [スライドと表示] 領域の [オブジェクトの表示] で [印刷時に非表
示にする] を選択します。 （図 12.2-17）

d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図12.2-17 テキストオブジェクトに印刷時非表示を設定

7  ブラウズモードで 「印刷用タスク一覧」 レイアウトの表示を確認します。
a. 画面上部にテキスト 「この印刷は A4 縦を想定しています」 が表示されていることを確認します。
b. すべてのレコードが等間隔 （同じ高さ） で表示されていることを確認します。

8  プレビューモードで 「印刷用タスク一覧」 レイアウトの表示を確認します。
a. ブラウズモードでレイアウトバーの [プレビュー] ボタンをクリックしてプレビューモードに切り替え
ます。

b. 画面上部にテキスト 「この印刷は A4 縦を想定しています」 が表示されていないことを確認し
ます。

c. 各レコードが 「説明」 フィールドの文章の長さに応じた高さになっていることを確認します。
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図12.2-18 ブラウズモード （左） とプレビューモード （右）

演習終わり

12.2.4  スクリプトによる印刷の実行
本章のここまでの作業を振り返ってみましょう。
12.1.1 で、 会議の参考資料として必要なデータまとめる場合の作業の順序を検討し、 「タスク一覧」 レイアウト
で検索し、 結果をソートするところまで自動化できています。
（1） 「タスク一覧」 レイアウトで検索し、 結果をソートする （12.1）
（2） 印刷する
（3） 会議の参考資料にする

そして、 12.2.1 では現在のレイアウトをメニューから手動で印刷しました。
ここではいよいよ、 12.2.3 で作成した印刷用レイアウトを使って自動的に印刷するボタンの作成を考えます。
印刷の手順は、 次のようになります。
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（2） 印刷する
(2-1) 印刷するレイアウトに切り替え
(2-2) 用紙設定を確認
(2-3) プレビューモードで確認
(2-4) 印刷
(2-5) 元のレイアウトへ戻る

印刷に使用するスクリプトステップ
スクリプトを使って印刷を実行するには、 次のスクリプトステップを使います。 オプションについては、 次の演習 
12-5 で確認してくdさい。

 • [印刷設定] スクリプトステップ
 • [プレビューモードに切り替え] スクリプトステップ
 • [印刷] スクリプトステップ

次の演習 12-5 では、 上記手順の (2-1) から (2-5) を自動化するスクリプトを作成し、 ボタンに割り当てます。
それぞれのステップでは次のスクリプトステップを使います。

(2-1) 印刷するレイアウトに切り替え → [レイアウトの切り替え] スクリプトステップ
(2-2) 用紙設定を確認 → [印刷設定] スクリプトステップ
(2-3) プレビューモードで確認 → [プレビューモードに切り替え] スクリプトステップ
(2-4) 印刷 → [印刷] スクリプトステップ
(2-5) 元のレイアウトへ戻る → [レイアウト切り替え] スクリプトステップ、
     [ブラウズモードに切り替え] スクリプトステップ

[ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップ
[プレビューモードに切り替え] スクリプトステップの [一時停止] オプションを [オン] で実行すると、プレビューモー
ドに切り替わり、 ユーザが内容を確認できるようにスクリプトが一時停止します。
このとき、 レイアウトバーに [続行] と [キャンセル] ボタンが表示され、 [続行] をクリックするとそれ以降のステッ
プが実行され、 印刷が行われます。 一方、 [キャンセル] をクリックするとスクリプトがキャンセル （中断） されてし
まいます。

図12.2-19 [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップがない場合のレイアウトバー

ユーザがスクリプトを中断しないように、 [キャンセル] ボタンを非表示にすることができます。 このとき利用する
スクリプトステップが [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップです。
[ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップのオプションを [オフ] に設定して実行すると、 ユーザがスクリ
プトをキャンセル （強制終了） できないようになります。
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ただし、 [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップを使うとユーザは本当に印刷をキャンセルしたいとき
もキャンセルできなくなってしまいます。 印刷をキャンセルする可能性がある場合は、 [印刷] スクリプトステップで 
[ダイアログあり] オプションを [オン] に設定して印刷実行時に [プリント] ダイアログを表示するようにし、 必要な
場合はそこで印刷実行をキャンセルできるようにすると良いかもしれません。
なお、 ユーザが印刷に慣れてきたら、 プレビューモードで一時停止する必要はなくなるかもしれません。

演習 12-5  印刷用スクリプトを割り当てたボタンを作成する

フォルダ：演習12_5 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App の 「タスク一覧」 レイアウトに、 現在表示されているタスクのリストを印刷
するスクリプトを割り当てたボタンを作成します。
演習ではまず、 印刷用スクリプト 「タスク一覧印刷」 を作成します。 そして、 「タスク一覧」 レイアウトに 「タス
ク印刷」 ボタンを追加します。
印刷用レイアウトには、 演習 12-4 で作成した 「印刷用タスク一覧」 レイアウトを使用します。

1  印刷用スクリプト 「タスク一覧印刷」 を作成します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて、新しいスクリプトを作成します。 名前は 「タスク一覧印刷」
とします。

b. スクリプトの内容を作成します。 図 12.2-20 の内容を記述してください。
 • 4 行目の [印刷設定] スクリプトステップは、 オプションの [用紙設定の指定] を選択し、 [ペー
ジ設定] ダイアログで 「A4」 「縦」 を選択します。

c. スクリプトを保存します。

図12.2-20 「タスク一覧印刷」 スクリプト

2  「タスク一覧」 レイアウトに、 タスク一覧印刷用のボタン 「タスク印刷」 を作成します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「進行中」 と 「期限と優先度とカテゴリー」 が設定されたボタンバーにボタンを 1 つ追加し、 次
の設定をします。
 • テキストエリア （ボタンのラベル） ： 「タスク印刷」
 • アイコン ： プリンタアイコン
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 • [処理:] の下のプルダウンメニュー ： 「スクリプト実行」 を選択
 • [スクリプト指定] ダイアログ： 「タスク一覧印刷」 を選択

c. ボタンバーの幅を調節します。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

3  「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク印刷」 ボタンの動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトに切り替えます。
b. 「タスク印刷」 ボタンをクリックし、 プレビューモードで印刷内容を確認できるように一時停止する
ことを確認します。

c. レイアウトバーに [続行] ボタンのみが表示されていることを確認します。
d. 印刷を再開するために [続行] をクリックします。
e. プリンタが設定されている場合は、 正常に印刷できていることを確認します。

図12.2-21 「タスク印刷」 ボタン

演習終わり
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12.3 集計
これまで 「タスク管理」 App において、 タスクの状況を確認するために 「タスク一覧画面」 を用意し、 その画
面上で検索 （12.1.1） やソート （12.1.3）、 印刷 （12.2） の各機能を実現してきました。
ここではさらに、 「タスク」 を 「ステータス」 ごとに集計して一覧表示する機能を検討します。
集計に必要なものは、 次の 2 つです。 以下、 順に確認していきましょう。

 • 集計フィールド （集計タイプのフィールド）
 • 集計レイアウトパート （8.3.1） を含む集計用レイアウト

12.3.1  集計フィールドの作成
集計フィールド （集計タイプのフィールド） では、 複数のレコードのフィールド値をカウントしたり、 小計、 平均、
総計といった集計値を計算します。 計算対象は、 「対象レコード」 です。
集計フィールドは、 総計パート、 小計パート （8.3.1） と、 パートに設定されるソート対象 （区分けフィールド）
と組み合わせて使用し、 対象レコードの総計と区分けグループごとの小計を計算して表示します。 このとき、 空白
を除く値が計算されます。
集計フィールドで利用できる集計計算式は次の表 12.3-1 を参照してください。

表12.3-1 集計フィールドの計算方法

計算方法 計算目的

合計 指定したフィールド内の値の合計を計算します。

平均値 指定したフィールド内の値の平均値を計算します。

カウント 指定したフィールドに値が入力されているレコードの数をカウントします。

最大値 指定したフィールドの最大値、 または最も新しい日付、 時刻、 タイムスタンプを検索します。

最小値 指定したフィールドの最小値、 または最も古い日付、 時刻、 タイムスタンプを検索します。

標準偏差 指定したフィールド内の値が対象レコードでどのくらい分散しているかを計算します。 指定した
フィールド内の値の平均値から標準偏差が計算されます。

合計に対する比 指定したフィールド内のある値が全体の値の合計に占める割合を計算します。

一覧 空白以外の値の改行で区切られた一覧をフィールド内に作成します。

12.3.2  集計用レイアウトの作成
集計用レイアウトは、 普通に作成したレイアウトに集計パートと集計フィールドを配置して作成することもできます
が、 [新規レイアウト/レポート] アシスタント （12.2.3） を利用すると簡単に作成することができます。
演習 12-7 では、 [新規レイアウト/レポート] アシスタントを使って集計用レイアウト作成します。
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12.3.3  集計とソート
グループごとの小計や総計を含む集計用のレイアウトは、 それを作成しただけでは意図した集計結果が表示され
ないことがあります。 目的の集計結果が表示されるようにするには、 区分けフィールドでレコードをソートする必要
があります。
なお、 「小計」 パートは、 区分けフィールドに対するソートが実行されるまで表示されません。
ソートするのを忘れないように、 集計用のソートをするスクリプトを作成してボタンに割り当てておいても良いで
しょう。

演習 12-6  集計タイプのフィールドを定義する

フォルダ：演習12_6から8 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

演習 12-6 から演習 12-8 では、 「タスク」 テーブルのレコードの 「ステータス」 ごとの件数とその内訳がわか
るレイアウトを作成します。
この演習ではまず、 「ステータス」 の値ごとの件数をカウントするための集計タイプのフィールドを定義します。

1  演習ファイルを開き、 [データベースの管理] ダイアログを表示します。

2  「タスク」 テーブルに集計フィールド 「集計_ステータス件数」 を作成します。
a. [データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブで 「タスク」 テーブルを開きます。
b. [フィールド名] が 「集計_ステータス件数」 で、 [タイプ] が 「集計」 のフィールドを作成します。
c. 表示された [集計フィールドオプション] ダイアログで、 次の設定をします。

 • 集計計算式： [カウント] を選択
 • [使用できるフィールド:] ： 「ステータス」

図12.3-1 [集計フィールドのオプション] ダイアログ
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d. [OK] で [集計フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
e. [OK] で [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

3  「タスク一覧」 レイアウトに 「集計_ステータス件数」 フィールドが自動追加されてしまった場合は、 削除
します。

演習終わり

新規フィールドをレイアウトに自動追加しないようにする

新たに定義したフィールドを、 現在のレイアウトの下部に自動追加しないようにするには、 [環境設定] ダイアログの [レ
イアウト] タブをクリックし、 [新規フィールドを現レイアウトに加える] のチェックを外します。

演習 12-7  集計用レイアウトを作成する

フォルダ：演習12_6から8 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 前の演習 12-6 で作成した集計フィールドを使って、 「タスク」 テーブルのレコードの 「ステータ
ス」 ごとの件数とその内訳がわかるレイアウトを作成します。
なお、 作成したレイアウト 「集計タスク一覧」 を使って正しく集計結果を表示するには、 ソート処理が必要です
（12.3.3）。 続く演習 12-8 では、 このレイアウトにソート用ボタンを配置します。

1  [新規レイアウト/レポート] アシスタントで集計用レイアウト 「集計タスク一覧」 を作成します。
各画面イメージは、 演習 12-4 も参考にしてください。
a. 演習ファイルを開き、 レイアウトモードに切り替えます。
b. [レイアウト] メニューの [新規レイアウト/レポート] を選択するか、 ステータスツールバーの [新規
レイアウト/レポート] アイコンをクリックして、 [新規レイアウト/レポート] アシスタントを起動します。

c. 最初のダイアログで次の設定をして、 [続行] ボタンをクリックします。 （図 12.3-2）
 • [レコードを表示:] ： 「タスク管理」
 • [レイアウト名] ： 「集計タスク一覧」
 • [コンピュータ] と [レポート] を選択

d. [小計と総計を含める] で [小計を含める] [総計を含める] のどちらも選択された状態のまま [次
へ >] をクリックします。

e. [フィールドの指定] では次の順でフィールドを指定し、 [次へ >] をクリックします。
 • タスク
 • ステータス
 • カテゴリー
 • 期限
 • 優先度
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図12.3-2 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：表示形式の選択 （レポート）

f. [区分けフィールドによるレコードのグループ化] では [ステータス] を右側の [区分けフィールド] 
に移動させ、 [次へ >] をクリックします。 （図 12.3-3）

図12.3-3 [新レイアウト/レポート] アシスタント ：区分けフィールドによるレコードのグループ化

g. [レコードのソート] で次の 3 つのフィールドについてこの順でソートの設定をし、 [次へ >] をク
リックします。 （図 12.3-4）
 • ステータス ： 値一覧 「ステータス」 の順
 • 期限： 昇順
 • 優先度： 値一覧 「優先度」 の順
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図12.3-4 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：レコードのソート

h. [小計を指定] で次の設定をし、 [次へ >] をクリックします。
 • [集計フィールド:] ： 「集計_ステータス件数」　（図 12.3-5）
 • [区分けフィールド:] ： 「ステータス」
 • [配置:] ： レコードグループの前部
 • 上記を選択した後、 [小計を追加] ボタンをクリック

図12.3-5 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：小計を指定



第12章　出力機能と集計
　集計　

370

i. [総計を指定] で次の設定をし、 [次へ >] をクリックします。 （図 12.3-6）
 • [集計フィールド:] ： 「集計_ステータス件数」
 • [配置:] ： [レポートの前部] を選択
 • 上記を選択した後、 [総計を追加] ボタンをクリック

図12.3-6 [新規レイアウト/レポート] アシスタント ：総計を指定

j. [ヘッダおよびフッタの情報] では何も指定せず、 [次へ >] をクリックします。
k. [レポートのスクリプトを作成] では [スクリプトを作成しない] を選択した状態で、 [完了] をクリッ
クします。

2  作成されたレイアウト 「集計タスク一覧」 を確認します。
a. [新規レイアウト/レポート] アシスタントが終了して、 新しいレイアウト 「集計タスク一覧」 がレイ
アウトモードで開かれていることを確認します。

b. レイアウトに、 ヘッダパート、 ボディパートの他に、 前部総計パートと、 「ステータスをソート対象
とする小計 （前部）」 パートが作成されていることを確認します。 （図 12.3-7）

c. 前部総計パートの左端にテキストオブジェクトを挿入し、 「総件数」 と入力します。 ヘッダパート
の高さが高すぎる場合は調節してください。

d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図12.3-7 [新規レイアウト/レポート] アシスタントで生成直後のレイアウト

3  「集計タスク一覧」 の表示を確認します。
a. ブラウズモードの 「集計タスク一覧」 レイアウトで全レコードを表示します。
b. 「ステータス」 ごとの小計が表示されていないことを確認します。
これは、 小計の区分けフィールドとして指定した 「ステータス」 フィールドでソートをしていないか
らです。 （12.3.3）

c. ステータスツールバーの [ソート] をクリックして、 [レコードのソート] ダイアログから次のソート条
件でソートを実行します。
 • ステータス ： 値一覧 「ステータス」 の順
 • 期限： 昇順
 • 優先度： 値一覧 「優先度」 の順

d. 「タスク」 レコードが 「ステータス」 フィールドの値ごとに区分けされ、集計値としてレコード数 （冒
頭に示したステータス別レコード数） が表示されていることを確認します。

演習終わり
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演習 12-8  集計用ソートボタンを追加する

フォルダ：演習12_6から8 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 前の演習 12-7 で作成した集計用レイアウト 「集計タスク一覧」 に、 ソート用ボタンを追加します。
前の演習では、 集計結果を正しく表示するために手動でソートを実行しましたが、 ソート順を覚えておかなけれ
ばならないし、何より、集計のたびにいちいち手動でソートするのは面倒です。 このために、集計用レイアウトにソー
トボタンを配置し、 ソートの作業を自動化します。
なお、 演習ファイルには、 「ステータス」 の値ごとに次の件数のレコードが用意されています。 ソート用ボタンの
動作確認をするときに、 「ステータス」 ごとの小計パートにこれらの件数が正しく表示されているか、 確認してくだ
さい。

 • 「進行中」 ： 50 件
 • 「保留中」 ： 4 件
 • 「キャンセル」 ： 5 件
 • 「延期」 ： 0 件
 • 「完了」 ： 3 件

1  「集計タスク一覧」 レイアウトにソート用ボタンを配置します。 （図 12.3-8）
a. 演習ファイルを開き、 「集計タスク一覧」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. ヘッダパートの右端にボタンを作成します。
c. [ボタン設定] ダイアログで、 ボタン名 （「ソート」） とアイコンを設定します。
d. [処理:] の下のポップアップメニューから 「単一ステップ」 を選択し、 [レコードのソート] スクリプ
トステップを入力します （オプション [ダイアログあり] は 「オフ」）。

e. [レコードのソート] スクリプトステップの右側の歯車アイコンをクリックして、 [レコードのソート] ダ
イアログで次のソート条件を指定します。
 • ステータス ： 値一覧 「ステータス」 の順
 • 期限： 昇順
 • 優先度： 値一覧 「優先度」 の順

f. [レコードのソート] ダイアログ、 [ボタン処理] ダイアログを [OK] で閉じます。
g. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

2  「集計タスク一覧」 レイアウトを確認します。 （図 12.3-9）
a. ステータスツールバーの [ソート] をクリックして [レコードをソート] ダイアログを表示し、 [ソート
を解除] ボタンをクリックして未ソートの状態にします。

b. 作成した 「ソート」 ボタンをクリックして、「ステータス」 ごとの小計が表示されることを確認します。
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図12.3-8 集計用ソートボタンの追加

図12.3-9 「集計タスク一覧」 レイアウト

演習終わり
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12.3.4  集計にあたって
集計のテスト
集計は、 レコード件数や集計に使用するフィールドの複雑によって、 結果の値が表示されるまでに時間がかかる
ことがあります。 このため、 集計のテストは次の 2 パターンで試すと良いでしょう。
（1） まず、 あらかじめ集計結果がわかっているデータ （レコード件数が少ないデータ） で試します。 これは、 作
成した機能が正しく動作しているかを確認するためです。

（2） 次に、 なるべく集計対象として想定される平均的なレコード検索でテストします。 これは、 実際にどれくら
いの時間がかかるかを推測するためです。

思ったよりも処理に時間がかかるときは、 機能に改善の余地があるのかもしれませんし、 集計対象のレコード数
が多すぎるのかもしれません。 ともあれ、 必要な結果を得るために多少の時間がかかることがわかっている場合は、
カスタムダイアログ （12.4.3） 等で 「集計には少し時間がかかります」 とユーザに知らせると親切です。

集計レイアウトパートの設定変更
作成した集計パートの設定を確認あるいは変更するには、 次のいずれかの方法で [パートの定義] ダイアログを
表示します。

 • 方法 1 ： レイアウトパートラベルをダブルクリックする （図 12.3-10）
 • 方法 2 ： メニューから表示する
[レイアウト] メニュー > [パート設定...] を選択して [パートの設定] ダイアログを表示し、 確認や設定変更をし
たいパート名を選択して [変更...] ボタンをクリックします。

 • 方法 3 ： ショートカットメニューから表示する
パートラベルを右クリックし、 ポップアップメニューから [パートの定義...] を選択します。

[パートの定義] ダイアログでは、 レイアウトパートの作成、 変更、 削除が可能です。
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図12.3-10 [パート設定] および [パートの定義] ダイアログ
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12.4 PDF 形式での保存とユーザとの対話
本節では、 12.3 節で作成したタスクの集計結果を PDF 形式 （PDF ファイル） に保存する機能の実装を検討し
ます。
その過程で、 ユーザには不要な表示を見せないようにし （12.4.2）、 さらに、 ユーザと対話して処理を最適化し
ます （12.4.3）。

12.4.1  PDF 形式で保存する
まず、 集計結果を PDF 形式で保存するために必要な作業手順を考えてみます。
最初は、 「タスク管理」 App の 「タスク一覧」 レイアウトを起点としましょう。 そして、 12.3.2 で作成した集計
用のレイアウト 「集計タスク一覧」 に切り替えて、 その内容を PDF ファイルに保存します。
ここで注意しなければならないのは、 「集計タスク一覧」 レイアウトは小計用のフィールド （区分けフィールド）
でソートをしないと正しい集計結果が表示できないということです （12.3.3）。 このため、 演習 12-8 では 「集計
タスク一覧」 レイアウトにソートを実行するボタンを作成して配置しています。
これらをまとめると、 集計結果を PDF 形式で保存する作業は次のような流れになります。
（1） 「タスク一覧」 レイアウトから 「修正タスク一覧」 レイアウトに切り替える
（2） 全レコードを表示する
（3） ソートする
（4） PDF 形式で保存する
（5） 「タスク一覧」 レイアウトに戻る

この作業の流れをスクリプトで再現します。

[全レコードを表示] スクリプトステップ
一番手前のウインドウの元になっているテーブル内のレコードをすべて検索して、 現在のレコード （対象レコード）
とするスクリプトステップです。
上記ステップ (2) は、 ソートする対象 （対象レコード） を設定するためにこのスクリプトステップを使います。

[レコードを PDF として保存] スクリプトステップ
レコードを 指定された PDF ファイルに保存する場合は、 [レコードを PDF として保存] スクリプトステップを使
います。 保存対象は、 対象レコード、 現在のレコード、 空白レコードから選択することができます。
オプションで、 出力するファイルのファイルパスを指定することができます。 また、 既存の PDF ファイルに追加
保存することもできます。
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演習 12-9  PDF 保存用機能を作成する

フォルダ：演習12_9から11 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 12-7 で作成した 「集計タスク一覧」 レイアウトを使ってレコードを PDF ファイルに保存す
るボタンを 「タスク一覧」 レイアウト上に追加します。
12.4.1 で検討した作業手順に対応するスクリプトステップは、 次のとおりです。
（1） 「タスク一覧」 レイアウトから 「集計タスク一覧」 レイアウトに切り替える
    → [レイアウトの切り替え] スクリプトステップ

（2） 全レコードを表示する  → [全レコードを表示] スクリプトステップ （12.5.2）
（3） ソートする   → [レコードのソート] スクリプトステップ
（4） PDF 形式で保存する  → [レコードを PDF として保存] スクリプトステップ
（5） 「タスク一覧」 レイアウトに戻る → [レイアウトの切り替え] スクリプトステップ

なお、 この演習ファイルでは、 演習 12-7 で作成した 「集計タスク一覧」 レイアウトを A4 縦のページに収まる
ように調整しています。

1  「集計タスク一覧」 レイアウトの内容を PDF ファイルに保存するスクリプト 「タスク集計 PDF 保存」 を
作成します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて、 新しいスクリプトを作成し、 名前を 「タスク集計 PDF 保
存」 とします。

b. まず、 「集計タスク一覧」 レイアウトで正しく集計結果を表示するための手順 （上記手順 (1) ～ 
(3)） に対応するスクリプトを記述します。 （図 12.4-1）
なお、 手順 (3) の [レコードのソート] スクリプトステップは、[ソート順の指定] オプションで次のソー
ト順を指定します。
 • ステータス ： 値一覧 「ステータス」 の順
 • 期限： 昇順

図12.4-1 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプト （前半）

c. 次に、 「集計タスク一覧」 レイアウトの内容を PDF 形式で保存し、 元のレイアウト 「タスク一覧」
に戻るための手順 （上記手順 (4) ～ (5)） のスクリプトを記述します。 （図 12.4-2 の 4, 5 行）
手順 (4) の [レコードを PDF として保存] スクリプトステップは [オプションの指定] を選択し、 次
の設定となっていることを確認します。
 • [保存:] ： 対象レコード
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図12.4-2 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプト （後半）

d. スクリプト全体が図 12.4-3 のように記述されていることを確認し、 スクリプトを保存します。

図12.4-3 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプト

2  「タスク一覧」 レイアウトに PDF 保存用のボタン 「タスク集計 PDF」 を作成します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 既存のボタンバーにボタンを追加し、 次の設定をします。

 • テキストエリア （ボタンのラベル） ： 「タスク集計 PDF」
 • アイコン ： ダウンロードアイコン
 • [処理:] の下のプルダウンメニュー ： 「スクリプト実行」 を選択
 • [スクリプト指定] ダイアログ： 「タスク集計 PDF 保存」 を選択

c. ボタンバーの幅を調節します。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。
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図12.4-4 「タスク集計 PDF」 ボタンの配置

3  「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク集計 PDF」 ボタンの動作を確認します。 （図 12.4-5）
a. 「タスク一覧」 レイアウトで、 「タスク集計 PDF」 ボタンをクリックします。
b. 「集計タスク一覧」 レイアウトに切り替わって [レコードを PDF として保存] ダイアログが表示さ
れ、 PDF ファイル名と保存場所、 保存オプションなどを指定できることを確認します。

c. [レコードを PDF として保存] ダイアログで [保存] ボタンをクリックして、 実際に PDF ファイル
に保存されることを確認します。

d. もう一度 「タスク集計 PDF」 ボタンをクリックします。
e. [レコードを PDF として保存] ダイアログで [キャンセル] ボタンをクリックすると、 FileMaker 
Pro の標準のエラーメッセージが表示されることを確認します。

f. 標準のエラーメッセージで [続行] ボタンをクリックして処理を終了します。
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図12.4-5 [キャンセル] ボタン押下時のダイアログ

演習終わり

12.4.2  [ウインドウの固定] スクリプトステップ
12.4.1 の演習 12-9 で作成したスクリプトは、 まず 「タスク一覧」 ダイアログから 「集計タスク一覧」 レイアウ
トに切り替えました。 そして、 [レコードを PDF として保存] ダイアログが表示されたときにも、 そのダイアログの
後ろに 「集計タスク一覧」 レイアウトが表示されていて、 ダイアログを閉じた後、 「タスク一覧」 レイアウトに戻る
ようになっています。
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図12.4-6 演習 12-9 実行時の画面の表示

処理の実行過程のレイアウトをユーザに見せた方が良い場合もあるかもしれませんが、 ユーザに余計なものを見
せない方が良い場合もあります。 また、 レイアウトを切り替える分、 処理は遅くなります。
FileMaker Pro では、 スクリプトを実行している間、 現在のウインドウを固定してスクリプトの実行過程をユー
ザに見せないようにすることができます。 これには、 [ウインドウの固定] スクリプトステップを使用します。 [ウイン
ドウの固定] スクリプトステップを使うと、 クライアント画面のウインドウは切り替わりません。 スクリプトが終わると
ウインドウの固定は自動的にオフになり、 ウインドウ内容が再表示されます。

演習 12-10  ウインドウが切り替わらないようにする

フォルダ：演習12_9から11 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、演習 12-9 で作成した 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトに [ウインドウの固定] スクリプトステッ
プを追加して、 スクリプトの実行中にレイアウトが切り替わらないようにします。

1  「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトを編集します。
a. [スクリプトワークスペース] を開き、 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトを表示します。
b. スクリプトの一番最初に、 [ウインドウの固定] スクリプトステップを挿入します。

図12.4-7 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプト （[ウインドウを固定] を追加）

c. スクリプトを保存します。
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2  編集したスクリプトの動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク集計 PDF」 ボタンをクリックします。
b. [レコードを PDF として保存] ダイアログが表示されても、 後ろのレイアウトは 「タスク一覧」 レ
イアウトのまま切り替わっていないことを確認します。

演習終わり

12.4.3  カスタムダイアログによる分岐
12.4.1 の演習 12-9 で作成したスクリプトは、 [レコードを PDF として保存] スクリプトステップで表示するダイ
アログでユーザが PDF 保存を取りやめることができます （図 12.4-5）。 しかし、 この段階で保存処理をキャンセ
ルするということは、 [レコードを PDF として保存] スクリプトステップに至るまでに実行したソートを含むすべての
ステップは無駄になるということです。
ここでは、 もっと早いタイミングで確認メッセージを表示してユーザが処理をキャンセルできるようにします。 こ
のときの処理の流れは、 次のようになります。
（1） PDF に保存するかどうかをユーザに確認する
（2） ユーザの選択を取得して 「保存する」 だったら、 以降のステップを実行する
(2-1) 「タスク一覧」 レイアウトから 「修正タスク一覧」 レイアウトに切り替える
(2-2) 全レコードを表示する
(2-3) ソートする
(2-4) PDF 形式で保存する
(2-5) 「タスク一覧」 レイアウトに戻る

（3） ユーザの選択が 「保存する」 でなかったら、 何もしない

上記ステップ (1) でユーザの意志を確認するには、 [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップを使用してカ
スタムダイアログを表示します。 カスタムダイアログでユーザがどのボタンを選択したかは、 Get （最終メッセージ） 
関数で取得することができます。
Get (最終メッセージ) 関数の結果によって処理を分岐するのは、 12.1.2 でも使用した [If] スクリプトステップを
使用します。

[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップ
カスタムメッセージと、 最大 3 個のボタンを持つメッセージダイアログを表示します。 ユーザにメッセージを伝え
ることの他、 ユーザの意志を聞くことに使用できます。
詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 などを参照してください。

「保存する」 と答えた後はスクリプトをすべて実行する
カスタムダイアログでユーザが 「保存する」 を選択した場合でも、 [レコードを PDF で保存] スクリプトステップ
の [ダイアログあり] オプションが [オン] なので、 ユーザは [レコードを PDF で保存] ダイアログで [キャンセル] 
ボタンをクリックすることができます。
[レコードを PDF で保存] ダイアログで [キャンセル] ボタンをクリックすると、 FileMaker Pro の標準のエラー
メッセージが表示されて、 スクリプトを続行するかどうかを聞かれます （演習 12-9 の図 12.4-5）。 ここでスクリ
プトを続行しないで停止させると、 スクリプトの残りの部分 （演習 12-9 の場合は [レイアウト切り替え] スクリプト
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ステップ） が実行されません。
ユーザにスクリプトを停止させないためには、 12.2.4 でも使用した [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトス
テップを [オフ] で設定します。 これによって、 FileMaker Pro の標準のエラーメッセージが表示されなくなるので、
ユーザは [キャンセル] ボタンをクリックしてスクリプトを止めることができなくなるだけでなく、 [続行] ボタンをク
リックする必要もなくなります。

演習 12-11  カスタムダイアログを使って条件分岐する

フォルダ：演習12_9から11 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 演習 12-10 で作成した 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトに [カスタムダイアログを表示] ス
クリプトステップを追加して、 ユーザが PDF を保存するかどうか、 最初に確認するようにします。
カスタムダイアログには 「保存する」 と 「しない」 の 2 つのボタンを表示します。 そして、ユーザが 「保存する」
を選択したらこれまでと同じ処理を実行し、 「しない」 を選択したら何もせずにスクリプトを終了するようにします。

1  「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトを編集します。
a. [スクリプトワークスペース] を開き、 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプトを表示します。
b. スクリプトの一番前に、 [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップをオプション [オフ] で
挿入します。

c. スクリプトの 2 行目に、 [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップを挿入します。 オプショ
ンには次の値を設定してください。 （図 12.4-8）
 • [タイトル:] ： 「PDF 保存の確認」
 • [メッセージ:] ： 「タスクの集計結果を PDF に保存しますか？」
 • [デフォルトボタン] ： 「保存する」 で、 [データを確定] は未選択
 • [ボタン 2] ： 「しない」 で、 [データを確定] は未選択
 • [ボタン 3] ： 何も設定しない
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図12.4-8 [カスタムダイアログを表示] のオプション設定

d. スクリプトの 3 行目 （[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップの後） に [If] スクリプトス
テップを挿入し、 カスタムダイアログでユーザが選択したボタンによって処理を振り分けます。
カスタムダイアログでデフォルトボタン （「保存する」） を選択した場合、 Get (最終メッセージ選択) 
関数は 「1」 を返します。 スクリプト全体は図 12.4-9 のようになります。

図12.4-9 「タスク集計 PDF 保存」 スクリプト （カスタムダイアログによる条件分岐を追加）

e. スクリプトを保存します。

2  編集したスクリプトの動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク集計 PDF 」 ボタンをクリックして、カスタムダイアログ 「PDF 
保存の確認」 が表示されることを確認します。
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図12.4-10 カスタムダイアログの表示の確認

b. カスタムダイアログで 「しない」 をクリックして、 何も処理が実行されないことを確認します。
c. もう一度 「タスク集計 PDF 」 ボタンをクリックして、 カスタムダイアログ 「PDF 保存の確認」
で 「保存する」 をクリックします。

d. [レコードを PDF として保存] ダイアログで 「キャンセル」 をクリックして、標準のエラーメッセー
ジが表示されないことを確認します。

演習終わり
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12.5 クイックグラフとカードウインドウ
この節では、 FileMaker Pro のデータベース中のデータを、 クイックグラフを使って表示する方法を確認します
（12.5.1）。
さらに、 作成したクイックグラフを、 FileMaker Pro のウインドウ形式の一つである カードウインドウを使って、
表示できるようにします （12.5.2）。

FileMaker Pro のグラフ機能
FileMaker Pro では、 フィールド値をグラフで表示することができます。 グラフは、 数値の集合を視覚的に表
現して直感的なわかりやすさを提供します。 比較したい内容や目的に応じて、 カスタム App のレイアウトや印刷
物に適切なグラフを選択してください。
FileMaker Pro で作成できるグラフのタイプは、 次の 8 種類です。

 • 縦棒グラフまたは横棒グラフ
 • 積み重ね縦棒グラフまたは積み重ね横棒グラフ
 • 正／負縦棒グラフ
 • 円グラフ
 • 線グラフ
 • 面グラフ
 • 散布図
 • バブルグラフ

FileMaker Pro でグラフを作成するには、 次の 2 つの方法があります。
（1） ブラウズモードでクイックグラフを作成する
（2） レイアウトモードでグラフツールを使用してグラフ （グラフオブジェクト） を作成する

本書では、 上記クイックグラフについて説明します。 グラフオブジェクトの作成方法については 「Claris 
FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 などを参照してください。

12.5.1  クイックグラフの作成
クイックグラフは、 ブラウズモードで表示中のフィールド内容について、 [グラフ設定] ダイアログを使用して簡単
に作成することができます。 上記グラフのタイプのうち、 縦棒グラフまたは横棒グラフ、 円グラフ、 線グラフおよ
び面グラフに適しており、 例えば、 手元のデータの傾向を簡単に確認したいときになどに便利です。 また、 どの項
目をグラフにすると効果的か、 あるいはどのタイプのグラフを使うと効果的かなどの検討にも気軽に使うことができ
ます。
クイックグラフは次の手順で作成します。
（1） ブラウズモードで、 表形式に切り替えます （表形式またはリスト形式で作成できますが、 表形式の方が簡単
です）。

（2） グラフを作成する列をソートします。
（3） グラフを作成する値の列を右クリックして、 ショートカットメニューから [<フィールド名> のグラフ...] を選択
します。
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（4） 表示された [グラフ設定] ダイアログで、 グラフそのものや、 スタイル、 データソースについて設定します。
（5） グラフの設定後、 次のいずれかの操作をすることができます。

 • グラフを印刷する
 • 新規レイアウト上にグラフを保存する
 • レイアウトポップアップメニューからグラフにアクセスできるようにする

図12.5-1 [グラフ設定] ダイアログ

作成後、 レイアウトに保存したクイックグラフは、 レイアウトモードでグラフをダブルクリックすると [グラフ設定] 
ダイアログが表示され、 設定を変更することができます。

クイックグラフが自動で作成するもの
クイックグラフでグラフを作成すると、 同時に次のものが作成されます。

 • レイアウト
 • スクリプトトリガの設定
 • スクリプト （ソートの実行）

上記のうち、 レイアウトは [グラフ設定] ダイアログで　[レイアウトとして保存...] を選択したときに作成された、
グラフを表示するためのものです。
また、 スクリプトは、 クイックグラフを作成するときに指定したソートを自動で実行するものです。
そして、 スクリプトトリガ （9.4.2） は、 グラフが設定されたレイアウトを表示する際にこのスクリプトを実行する
ためのもので、[OnLayoutEnter] イベント （レイアウトを切り替えた直後にスクリプトを実行） が使用されています。
なお、 適切な集計タイプのフィールドがまったくないテーブルでクイックグラフを作成すると、 集計タイプのフィー
ルドも自動的に作成されます。
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演習 12-12  クイックグラフを作成する

フォルダ：演習12_12から13 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク管理」 App において現在入力されている 「タスク」 の件数を 「ステータス」 ごとに比
較できるクイックグラフを作成します。 作成するクイックグラフは、 円グラフとします。
また、 クイックグラフをレイアウトに保存したときに自動作成されるスクリプトとスクリプトトリガを確認します。

1  「タスク」 のクイックグラフを作成する準備をします。
a. 「タスク」 レイアウトをブラウズモードで表示し、 表形式にします。
b. 全レコードを表示し、 ソートされていたらソートを解除します。
c. 「ステータス」 のフィールドラベルを右クリック、あるいは、フィールドラベル欄右端の 「▼」 をクリッ
クして、 [値一覧に基づく順位でソート] の 「ステータス」 を選択します。

d. 「ステータス」 フィールドの値でレコードがソートされたことを確認します。

2  クイックグラフを作成します。
a. 「ステータス」 フィールドを右クリックして、 [ステータス のグラフ...] を選択します。

図12.5-2 表形式からクイックグラフを作成

b. [グラフ設定] ダイアログが表示されたことを確認します。
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c. [グラフ設定] ダイアログの右側の [グラフ] 領域で次の設定をします。 （図 12.5-3）
 • [タイプ] ： 円グラフ
 • [凡例を表示] ： オン （選択）
 • [グラフに値を表示] ： オン （選択）
 • [実際の値] ： オン （選択）
 • その他の項目はそのままの設定にしておきます。

図12.5-3 [グラフ設定] ダイアログ：グラフの設定

d. [グラフ設定] ダイアログの右側の [スタイル] 領域で次の設定をします。 （図 12.5-4）
 • [配色] ： プライマリベーシック
 • [デフォルトフォント] ： （任意） 游ゴシック体、 など
 • [相対的なテキストサイズ] ： 「+2」
 • その他の項目はそのままの設定にしておきます。
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図12.5-4 [グラフ設定] ダイアログ：スタイルの設定

e. [レイアウトとして保存...] をクリックし、 [レイアウトとして保存] ダイアログでレイアウト名 （「ス
テータス カウント」） はそのままで [OK] をクリックします。

f. 新しいレイアウト 「ステータス カウント」 が表示されたことを確認してください。

3  新しいレイアウト 「ステータス カウント」 の内容を確認します。 （図 12.5-5）
a. 円グラフの内訳が、 「タスク」 レイアウト （表形式） での 「ステータス」 ごとのレコード件数と合
致していることを確認します。 以下は、 演習ファイルのデフォルトのレコード件数です。
 • 進行中： 50 件
 • 保留中： 4 件
 • キャンセル： 5 件
 • 完了： 3 件
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図12.5-5 新しいレイアウト 「ステータス カウント」

b. レイアウトバーの [レイアウト:] ポップアップメニューに 「グラフ」 フォルダが追加され、 中に 「ス
テータス カウント」 レイアウトのエントリがあることを確認します。

4  クイックグラフによってカスタム App ファイルに自動的に作成されたものを確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログの [フィールド] タブで 「タスク」 テーブルを開き、 集計タイプ
の 「集計_ステータス件数」 フィールドが作成されていることを確認します。

b. 「ステータス カウント」 レイアウトの [レイアウトの設定] ダイアログの [スクリプトトリガ] タブを
開き、 「OnLayoutEnter」 イベントに 「ステータス カウント」 スクリプトが設定されていること
を確認します。 （図 12.5-6）
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図12.5-6 自動生成されたスクリプトトリガを確認

c. [スクリプトワークスペース] を開き、 新しく 「グラフ」 フォルダに 「ステータス カウント」 スクリ
プトが作成されていることを確認します。 （図 12.5-7）
スクリプトの中身は [レコードのソート] スクリプトステップの 1 行だけで、ソート優先順位は 「ステー
タス」 フィールドが [値一覧に基づく順位] で指定されています。

図12.5-7 自動生成されたスクリプトを確認

演習終わり
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12.5.2  クイックグラフをカードウインドウに表示
FileMaker Pro では、 現在表示しているウインドウの他に新しくウインドウを表示するとき、 ウインドウスタイル
を使用して新しいウインドウの動作を指定することができます。
FileMaker Pro のウインドウスタイルには、 次の 4 種類があります。 これらウインドウスタイルついて詳しくは
「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 などを参照してください。

 • ドキュメントウインドウ （他のウインドウにもアクセスでき、 配置も任意）
 • フローティングドキュメントウインドウ （非アクティブの時にも他のウインドウの上に配置される）
 • ダイアログウインドウ （一番手前に表示され、 他のウインドウにはアクセスできなくなる）
 • カード （親ウインドウの手前に表示されるが他のウインドウへのアクセスは可能）

ここでは、 上記カードウインドウ （あるいは単に 「カード」） を使って、 12.5.1 の演習 12-12 で新規レイアウトに
表示したクイックグラフを表示することを検討します。 具体的には、 「タスク一覧」 レイアウト （「タスク管理」 TO）
から 「ステータス カウント」 レイアウト （「タスク」 TO） を、 別のウインドウのカードウインドウで表示します。
カードウインドウは、 カスタムダイアログ （12.4.3） やポップオーバーボタン （11.4.6） と同じように見えますが、
あくまでも別ウインドウであることに注意してください。

図12.5-8 カードウインドウの表示例
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[新規ウインドウ] スクリプトステップ
一番手前のウインドウに基づいて新規ウインドウを作成するスクリプトステップです。 オプションダイアログで、 ウ
インドウスタイルを選択し、 ウインドウ名、 レイアウト、 サイズ、 位置、 ウインドウオプションなどを設定することが
できます。

レイアウトと TO とウインドウ
ここで、 同じ ＴO に対して、 1 つのウインドウの異なるレイアウトからアクセスした場合と、 複数のウインドウの
同じあるいは異なるレイアウトからアクセスした場合とについて整理しておきます。
まず、 ある TO に対して、 1 つのウインドウ上で別のレイアウトからアクセスしても、 対象レコードやソート順は変
わりません。 例えば、 「タスク管理」 App でこれまでの演習で作成した 「タスク詳細」 「タスク一覧」 「印刷用タ
スク一覧」 「集計タスク一覧」 の 4 つのレイアウトは、 すべて同じ 「タスク管理」 TO に関連付けられていました。
演習において 「タスク一覧」 レイアウトから 「印刷用タスク一覧」 レイアウトに切り替えて印刷や PDF 保存をしても、
特に問題は起こりませんでした。
一方、 複数のウインドウ上で同じ TO を使用する場合には、 注意が必要です。 例えば、 あるウインドウ上にある
レイアウトが表示されている状態で別のウインドウを新規に作成すると、 両方のウインドウに同じレイアウトが表示さ
れた状態になります。 このとき、 それぞれのウインドウで異なる検索を実行すると、 それぞれのウインドウで別々の
対象レコードが設定されます。
なお、 同じソーステーブルに対する別の TO のレイアウトを 1 つのウインドウ上で切り替えて使用する場合は、
対象レコードやソート順は別々に取り扱われます。
演習 12-11 のクイックグラフ用に自動生成されたレイアウト 「ステータス カウント」 は、 「タスク」 TO に関連付
けられています。 そして、 「タスク一覧」 レイアウト （「タスク管理」 TO） からカードウインドウ （別ウインドウ） を
立ち上げて 「ステータス カウント」 レイアウトを表示する場合は、 ソーステーブルが同じ 「タスク」 テーブルの、 異
なるレイアウト （TO） を別のウインドウで表示する状況になります。
もし、 カードに表示するレイアウトが親ウインドウと同じ TO のレイアウトなら、 親ウインドウの 「タスク一覧」 レ
イアウトの対象レコードによってグラフに表示されるレコードが変化することになります。 つまり、 グラフを作成する
際は、 対象レコードがどのようなものであるべきか （対象レコードをどう設定するか） を考慮する必要があります。

演習 12-13  クイックグラフをカードウインドウに表示する

フォルダ：演習12_12から13 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 「タスク一覧」 レイアウト上のボタンからカードウインドウを表示し、 その上に演習 12-12 で作成
したクイックグラフを表示するようにします。
そして、 「タスク一覧」 レイアウトでの対象レコードが何であるかに関わらず、 クイックグラフは全レコードを対象
として表示されることを確認します。

1  クイックグラフの対象レコードをソートするスクリプト 「ステータスカウント」 を編集して、 全レコードに対
してソートを実行するようにします。 これによって、 全レコードがクイックグラフの対象となります。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて、 「ステータスカウント」 スクリプトを表示します。
b. [レコードをソート] スクリプトステップの前に [全レコードを表示] スクリプトステップを挿入し、 全
体で 2 行のスクリプトにします。 （図 12.5-7）

c. スクリプトを保存します。
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図12.5-9 「ステータスカウント」 スクリプト

2  「ステータスカウント」 レイアウトを表示するカードウインドウを生成するスクリプトを作成します。
a. [スクリプトワークスペース] で新しいスクリプトを作成し、 名前を 「タスク円グラフ表示」 とします。
b. 新しいスクリプトに [新規ウインドウ] スクリプトステップを挿入し、 1 行だけのスクリプトとします。
[新規ウインドウ] スクリプトステップのオプションのうち、 次の項目を設定します。 （図 12.5-8）
 • [ウインドウスタイル] ： カード
 • [ウインドウ名:] ： 「タスクステータス集計」
 • [レイアウト:] ： 「ステータスカウント」 を選択
 • [位置: （上端から） ] ： 「0」
 • ウインドウオプション ： そのまま

図12.5-10 [新規ウインドウ] スクリプトステップのオプション設定

c. スクリプトを保存します。

図12.5-11 「タスク円グラフ表示」 スクリプト
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3  「タスク一覧」 レイアウトの 「進行中」 などが設定されたボタンバーに、 カードを表示するボタンを追加
します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. ボタンバーにボタンを 1 つ追加し、 次の設定をします。

 • テキストエリア （ボタンのラベル） ： 「タスク円グラフ」
 • アイコン ： 円グラフアイコン
 • [処理:] の下のポップアップメニュー ： 「スクリプト実行」 を選択
 • [スクリプト指定] ダイアログ： 「タスク円グラフ表示」 を選択

c. ボタンバーの幅を調節します。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

図12.5-12 「タスク円グラフ」 ボタンの追加

4  「タスク一覧」 レイアウトで 「タスク円グラフ」 ボタンの動作を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトに切り替えます。
b. 「タスク一覧」 レイアウトに全レコードが表示されていることを確認して、 「タスク円グラフ」 ボタ
ンをクリックします。

c. 「タスク一覧」 レイアウトの前にカードウインドウが生成され、 その中に演習 12-12 で作成した
ものと同じクイックグラフが表示されていることを確認します。 （図 12.5-8）

d. カードウインドウの左上の 「×」 をクリックして閉じます。
e. 「タスク一覧」 レイアウトで 「進行中」 ボタンをクリックし、 対象レコードがステータス 「進行中」
のものだけ （演習ファイルでは 14 件） になっていることを確認します。

f. その状態で 「タスク円グラフ」 ボタンをクリックし、 上記ステップ (4) -c と同じグラフが表示さ
れていることを確認します。
これは、 「タスク一覧」 レイアウトと 「ステータスカウント」 レイアウトの TO が異なる上に、 異な
るウインドウで異なる対象レコードが指定されているためです。

演習終わり
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12.6 レコードの保存
2.8 節では、 他のファイルやアプリケーションで使用できるようにカスタム App ファイルからさまざまな形式で
データを書き出す機能として、 レコードのエクスポート機能を紹介しました。
エクスポート機能は、 [ファイル] メニュー > [レコードのエクスポート...] から利用し、 現在のレイアウトあるいは
現在のテーブルから対象とするフィールドとその順序を指定してエクスポートすることができます。
FileMaker Pro には、 この他にもデータを他のファイルフォーマットで保存する方法として次の 3 つがあります。
（1） Microsoft Excel ファイル形式で保存する
（2） PDF 形式で保存する
（3） 対象レコードをスナップショットリンクとして保存する

検索モード以外のすべてのモードでは、 FileMaker Pro データを Microsoft Excel ファイル、 PDF ファイル、
またはスナップショットリンクで保存できます。 現在のレコードまたは現在の対象レコードのすべてのレコードを保存
することができます。
以下、 これらの具体的な操作方法について確認します。

12.6.1  レコードを Excel / PDF 形式で保存
レコードの内容を Excel ファイル形式あるいは PDF ファイル形式で保存するには、[ファイル] メニューの [レコー
ドの保存 / 送信] から [Excel...] あるいは [PDF..] を選択します。

図12.6-1 レコードを Excel として保存

保存されるデータは、 対象レコードあるいは現在のレコードから選択することができます。
レコードを Excel として保存した場合は、 現在のレイアウトに配置されているフィールドのデータが保存されます。
また、 PDF として保存した場合は、 現在のレイアウトが現在の用紙設定で PDF ファイルとして保存されます。



第12章　出力機能と集計
　レコードの保存　

398

12.6.2  スナップショットリンクで保存
スナップショットリンクは、 検索を実行したときの対象レコードを保存するものです。 簡単に言うと、 対象レコー
ドを 「取っておくこと」 ができる機能です。
スナップショットリンクは、 ファイル拡張子 「.fmpsl」 を使用して FileMaker Pro Snapshot Link (FMPSL) 
形式で保存されます。
スナップショットリンクを開くと、 レイアウト、 対象レコード、 ソート状態、 レコー
ドの位置などが保存した時のままで再現されます。 作業中の状態を保存して終
了し、 次回続きから作業を再開したい場合などに便利です。
また、 元のカスタム App ファイルが共有されている環境で、 スナップショット
リンクをメールなどで共有すると、 保存したときの対象ファイルを複数のユーザ
で共有するといった使い方もできます。
なお、 スナップショットリンクにはレコードデータは保存されていません。 した
がって、 元のカスタム App が共有されていない環境でスナップショットリンクを
開いても、データは表示されません。 また、レコードを編集する前にスナップショッ
トリンクを作成し、 編集後にスナップショットリンクを開いても、 データは編集前
の状態にはなりません。

図12.6-2 fmpsl ファイルのアイコン

演習 12-14  スナップショットリンクを作成する

フォルダ：演習12_14 使用ファイル： 12_演習タスク.fmp12

この演習では、 スナップショットリンクを作成し、 その機能を確認します。

1  スナップショットリンクの対象レコードを確認します。
a. 演習ファイルを開いて 「タスク一覧」 レイアウトを表示し、 「進行中」 ボタンをクリックします。
b. 「ステータス」 フィールドの値が 「進行中」 のレコードが 50 件表示されたことを確認します。

2  スナップショットリンクを作成します。
a. [ファイル] メニューの [レコードの保存 / 送信] から [スナップショットリンク...] を選択します。
b. [レコードをスナップショットリンクとして保存] ダイアログで次の設定をした後、 [保存] ボタンを
クリックします。
 • [名前:] ： 「演習12-14進行中.fmpsl」
 • [場所:] ： デスクトップ
 • [保存:] ： 対象レコード
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図12.6-3 [レコードをスナップショットリンクとして保存] ダイアログ

3  ステップ (2) で作成したスナップショットリンクを確認します。
a. 元の演習ファイルの 「タスク一覧」 レイアウトで　[すべてを表示] をクリックし、 すべてのレコー
ド （62 件） が表示されていることを確認します。

b. 演習ファイルを閉じます。
c. ステップ (2) で作成したスナップショットリンクをダブルクリックします。
d. 演習ファイルが開き、 ステップ (1) の対象レコード （50 件） が表示されることを確認します。
e. スナップショットリンクを閉じます。

4  演習ファイルのデータを編集し、 スナップショットリンクの表示を確認します。
a. 「タスク一覧」 レイアウトで　[すべてを表示] をクリックし、 すべてのレコード （30 件） が表示
されていることを確認します。

b. タスク名 「ダミータスク名06」 の 「詳細」 ボタンをクリックして 「タスク詳細」 レイアウトに切
り替え、 「ステータス」 フィールドの値を 「保留中」 に変更します。

c. 演習ファイルを閉じます。
d. ステップ (2) で作成したスナップショットリンクをダブルクリックします。
e. 演習ファイルが開き、 ステップ (1) の対象レコード （14件） が表示されることを確認します。
f. タスク名 「ダミータスク名06」 のステータスだけが 「保留中」 になっていることを確認します。 （図 
12.6-4）
これは、 スナップショットリンクはレコードデータそのものを保存するものではないためです。
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g. この状態で 「進行中」 ボタンをクリックすると、「ダミータスク名06」 のレコードが消え、対象レコー
ドが 13 件になることを確認します。

図12.6-4 スナップショットリンクの表示

演習終わり



Claris FileMaker Guidebook ：基礎編

401

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

第13章 セキュリティ

カスタム App のセキュリティ対策は、 大切なデータを保護し、 データを常に正しい状態で使い続けるために非
常に大切です。
FileMaker Pro がローカルに作成した新しい FileMaker Pro ファイルは、 デフォルトでは保護されていません。
このため、 誰でもファイルを開いてデータを閲覧し、 編集することができます。 これは、 悪意を持ったユーザがファ
イルを開くことによって、 機密性の高いデータが漏洩したり、 改ざんされたり、 消去されたりすることもできるとい
うことです。
FileMaker Pro では、 アカウント （13.2） とアクセス権セット （13.3） を使用してファイルのセキュリティを確
保することができます。 ここでは、 これらを使ったセキュリティ対策について説明します。
なお、 FileMaker Server や FileMaker Cloud を使ってカスタム App を共有する場合のアカウント管理につ
いては、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 などを参照してください。

13.1 セキュリティ対策を考える
システムまたはファイルへをアクセスを許可する前に、 アカウント （アカウント名とパスワード） が有効かどうかを
確認する処理を認証と言います。 FileMaker Pro では、 カスタム App を開いた時にユーザを認証し、 カスタム 
App とそのデータに対する適切なアクセス権を設定します。
FileMaker Pro のファイルのセキュリティをどの程度確保するかは、 ファイルを他のユーザと共有して利用するか
どうかで大きく異なります。
自分一人で使用する場合は、 自分だけのアカウントを設定し、 他のアカウントをすべて無効にします。 これによっ
て、 唯一のアカウント情報を知らないユーザはファイルを開くことができなくなります。
一方、 他のユーザとファイルを共有する場合には、 次の点とその対応策を検討する必要があります。

 • 誰 （ユーザ） をファイルにアクセスできるようにするか →アカウントによるユーザの限定
 • 各ユーザがファイルに対して何をできるようにするか →アクセス権セットによる操作の限定

アクセス権セットとは、 FileMaker Pro のファイルへのアクセス権限をまとめたもので、 1 つのアカウントに必ず 
1 種類のアクセス権セットが付与されます。 FileMaker Pro にはあらかじめ定義されたアクセス権セットが 3 種類
ありますが、 独自のアクセス権セットを作成して付与することも可能です。
ユーザごとに適切なアクセス権セットを割り当てることによって、 データに対する変更、 削除、 複製といった操作
を許可するかどうかを、 データごとに設定できるようになります。

13.1.1  アカウント管理のベストプラクティス
アカウントとは、 ユーザを識別するためのアカウント名 （ユーザ名） とパスワードの組み合わせです。 アカウント
を管理する上で特に注意すべきことを 3 つ、 以下に簡単に確認します。
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（1） アカウントは 1 人に 1 つずつ
アカウントは、 必ずユーザ 1 人に 1 つずつ割り当てます。 複数人で 1 つのアカウントを共用すると、 パスワード
が漏洩する可能性が高くなるだけでなく、 データの変更履歴 （ログ） を記録する必要がある場合に実際に誰がデー
タを変更したかがわからなくなるなど、 セキュリティが低下します。

（2） パスワードは必ず設定する
アカウントには必ずパスワードを設定します。 パスワードが設定されていないと、 アカウント名だけでファイルを
開いて操作できてしまうので、 セキュリティが低下します。

（3） ユーザへの注意喚起
アカウントをユーザに割り当てたとき、 その管理方法についてユーザに注意を促します。 例えば、 パスワードを
人目につく場所に置かない （付箋に書いてディスプレイに貼るなど）、誰でも推測できるようなパスワード （「12345」
やアカウント名と同じもの） を設定しない、 などです。

13.1.2  デフォルトアカウントの扱い
カスタム App を新規に作成すると、デフォルトで 「Admin」 と 「ゲスト」 という 2 つのアカウントが設定されます。
Admin アカウントは、 ファイルのすべての情報にアクセスできるアクセス権セット （[完全アクセス権]） （13.3.1）
が割り当てられており、 デフォルトで空白のパスワードが設定されています。
カスタム App ファイルでアカウント認証 （13.2） を利用するように設定しても、 Admin アカウントのパスワード
を再設定しないままにしておくと、 [完全アクセス権] アクセス権セットを持つ Admin アカウントを誰でも利用でき
る状態になっているので、 非常に危険です。 Admin アカウントに直ちにパスワードを割り当てるか、 アカウント名
（「Admin」） を変更する、 アカウント非アクティブにする、 あるいは削除することを検討する必要があります。
もう一つのゲストアカウントは、 ファイルのデータを閲覧だけできるアクセス権セット （[閲覧のみアクセス]）
（13.3.3） が割り当てられています。 アカウントは完全には編集できず、 パスワードの割り当て、 アカウントの削除、
アカウント名の変更はできません。
ゲストアカウントはデフォルトでは非アクティブ （無効） になっていますが、 アクティブ （有効） にすると、 不特定
ユーザ （「ゲスト」） がすべてのデータを閲覧できる状態になります。 カスタム App で管理しているデータやその使
い方に依りますが、 ゲストアカウントを非アクティブのままにしておくか、 あるいは、 リスクを承知した上、 有効に
するかを判断する必要があります。
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13.2 アカウントの管理
13.2.1  認証 （サインイン） とアカウント
FileMaker クライアントにはさまざまなタイプのアカウントがサポートされていますが、 カスタム App をサーバー
で共有せずローカルで使用する場合は、 FileMaker ファイルアカウントを使用します。 FileMaker ファイルアカウ
ントは、 FileMaker Pro ファイル内にアカウント名とパスワードを保存します。

認証 （サインイン）
FileMaker Pro ファイルを開くと、 通常はアカウント情報 （アカウント名とパスワード） を入力するダイアログが
表示されます。 そして、 ユーザがアカウント情報を入力すると、 FileMaker ファイル内のアカウント情報と照合しま
す （認証）。
入力されたアカウント情報がファイル内に記憶されているものと同じ場合は、 認証に成功し、 そのユーザに割り
当てられているアクセス権に応じた操作が可能となります。
入力されたアカウント情報がファイル内に記憶されているものと異なる場合は、 認証に失敗し、 エラーメッセー
ジが表示されます。

図13.2-1 認証ダイアログと認証エラーのダイアログ

ファイルオプション
FileMaker Pro のファイルオプションで、 特定のアカウントとパスワードを利用して自動的にカスタム App にロ
グインするように設定することができます。 新規にカスタム App ファイルを作成したとき、 このオプションはデフォ
ルトで選択されており、 Admin アカウント （パスワード未設定） を使ってログインするように設定されています。
ファイルオプションは、 [ファイル] メニューの [ファイルオプション...] を選択して開きます。
ファイルを開く時に必ずアカウントによるログインを要求する場合は、 [ファイルオプション] ダイアログの [開く] 
タブの [次のアカウントを使用してログイン] のチェックボックスをオフ （未選択） にします。
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図13.2-2 [ファイルオプション] ダイアログ

アカウント名
1 つのFileMaker Pro ファイルには、 同じ文字列のアカウント名を複数登録することはできません。
また、FileMaker Pro のアカウント名は、 大文字と小文字を区別しません。 したがって、 アカウント名 「Admin」
が登録されている状態でアカウント名 「admin」 は登録できません。 逆に考えると、 アカウント名 「Admin」 が
登録されているとアカウント名 「admin」 でも （パスワードが正しければ） 認証に成功します。

パスワードの管理
パスワードは大文字と小文字が区別されます。 パスワードを設定する際、 入力された文字列によって 「パスワー
ドの質」 が自動的に判定され、 「弱」 「中」 「強」 で表示されます。 例えば、 大文字小文字混じりのランダムな 13 
文字以上の英数字記号文字列などが 「強」 いパスワードとして推奨されます。
FileMaker ファイルアカウントのパスワードは FileMaker Pro ファイルに保存されますが、 パスワードを忘れた
場合、 FileMaker Pro でパスワードを解析することはできません。
特に、 [完全アクセス] アクセス権セット （13.3） が割り当てられたアカウントが 1 つしか登録されていなかった
場合、 そのアカウントのパスワードを忘れてしまうと、 ファイルへのアクセスだけでなく、 カスタム App の変更 （編
集） ができなくなります。 [完全アクセス] アクセス権セットのアカウントのパスワードは必要に応じて安全な場所に
保管しておくか、 [完全アクセス] アクセス権セットのアカウントを 2 つ登録しておいて 1 つは緊急時用として保管し
ておくなどの対策を検討してください。

13.2.2  初めての [セキュリティの管理] ダイアログ
FileMaker ファイルアカウントを作成または編集するには、 [セキュリティの管理] ダイアログを使用します。
[セキュリティの管理] ダイアログは、 [ファイル] メニューの [管理] > [セキュリティ...] から表示します。
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図13.2-3 [セキュリティの管理] ダイアログ

[セキュリティの管理] ダイアログでは、 次の項目を設定することができます。

 • [認証方法] ： 利用したいアカウントのタイプ （認証方法） を選択します。
 • [アカウント名] ： アカウント名を指定できます。
 • [パスワード] ：  初期パスワードを設定できます。 ユーザに初期パスワードを変更させる場合

は [次回サインインでパスワード変更を要求] を選択します。
 • [アクティブ] ： アカウントのアクティブ／非アクティブを設定します。
 • [アクセス権セット] ： アクセス権セット （13.3） の選択、 作成、 または編集ができます。
 • [説明] ： 選択しているアカウントに説明を追加することができます。
 • [詳細設定...] ： アクセス権セットの編集などができます。

アカウントを作成する
新しくアカウントを作成する場合には、 [セキュリティの管理] ダイアログの左下の [+新規] ボタンをクリックしま
す。 そして、 ダイアログの右側で、 アカウント名、 初期パスワード、 アクセス権セットなどを指定します。
ユーザ自身に初期パスワードを変更させるには、 [次回サインインでパスワード変更を要求] をオンにします。 これ
によって、 ユーザのアカウントは、 管理者も知らないユーザ独自のものに変更できるようになります。

アカウントを無効にする
[セキュリティの管理] ダイアログで対象のアカウントを選択し、 [アクティブ] のチェックをオフにすると、 そのアカ
ウントが無効になり認証できなくなります。 アカウントを一時的に使用停止にする必要がある場合は、 これを利用
してください。
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図13.2-4 [セキュリティの管理] ダイアログ：アカウントの無効化

アカウントを削除する
アカウントを永久に削除するには、 [セキュリティの管理] ダイアログで対象のアカウントを選択し、 左下の [-] ボ
タンをクリックします。
アカウントを削除した後に復元することはできないので、 アカウントの削除は慎重に行ってください。

図13.2-5 [セキュリティの管理] ダイアログ：アカウントの削除



第13章　セキュリティ
　アカウントの管理　

407

1章

2章

3章

4章

5章

6章

7章

8章

9章

10章

11章

12章

13章

演習 13-1  アカウント認証を設定する

フォルダ：演習13_1から2 使用ファイル： 13_演習タスク.fmp12

この演習では、 FileMaker Pro ファイルのデフォルトのアカウントを確認した後、 Admin アカウントにパスワード
を設定します。
そして、 アカウント認証を使ってファイルを開くように設定を変更します。

1  まず、 FileMaker Pro ファイルのデフォルトのアカウントを確認します。
a. [ファイル] メニューの [管理] から [セキュリティ...] を選択します。
b. [セキュリティの管理] ダイアログが開いて、 「ゲスト」 と 「Admin」 という名前のアカウントがあ
ることを確認します。

図13.2-6 [セキュリティの管理] ダイアログの確認

2  Admin アカウントにパスワードを設定します。 （図 13.2-7）
a. 「Admin」 を選択して、 右側にアカウント情報が表示されることを確認します。
b. [パスワード:] の下に 「<パスワードがありません>」 と表示されていることを確認します。
c. 「<パスワードがありません>」 の横の鉛筆アイコンをクリックして、 [パスワードの設定] ダイアロ

グを表示します。
d. [新パスワード:] の横にパスワード文字列を入力します。 入力した文字列によって [パスワードの
質] の表示が 「弱」 → 「中」 → 「強」 に変わることを確認します。
大文字小文字混じりのランダムな 13 文字以上の英数字記号文字列などを試して、 「強」 になるよ
うなパスワードを設定してください。 （ただし、 設定したパスワードを忘れないようにしてください。）
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図13.2-7 [セキュリティの管理] ダイアログ：パスワードの設定

e. [パスワードの設定] をクリックして [パスワードの設定] ダイアログを閉じます。
f. [アクセスを検証] ダイアログが表示されるので、アカウント名 「Admin」 と上で設定したパスワー
ドを入力し、 [検証] ボタンをクリックします。 （図13.2-8）

図13.2-8 [アクセスを検証] ダイアログ

3  アカウント認証を使ってファイルを開くように設定を変更します。
a. [ファイル] メニューの [ファイルオプション...] を選択し、 [ファイルオプション] ダイアログが表示
されたことを確認します。

b. [開く] タブの [次のアカウントを使用してログイン] の選択を解除 （オフに） します。
c. [OK] ボタンで [ファイルオプション] ダイアログを閉じます。
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図13.2-9 [次のアカウントを使用してログイン] をオフ

4  アカウント認証の設定を確認します。
a. いったんファイルを終了します。
b. 再度ファイルを開いて、 認証ダイアログが表示されることを確認します。
c. 設定した Admin アカウントでサインインします。

演習終わり
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13.3 アクセス権セットの設定と管理
アクセス権セットは、 FileMaker Pro ファイルへのアクセス権限の定義をまとめてセットにしたものです。
FileMaker Pro では、 次の要素についてアクセス権限を設定することができます。 これらの設定をまとめた組
合せがアクセス権セットです。
権限の設定内容の詳細については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➁ 実践編」 などを参照してください。

[データアクセスとデザイン] の要素 設定内容
レコード （テーブル） 表示、 編集、 作成、 削除、 フィールドへのアクセスの可否
レイアウト 変更可能、 表示のみ、 アクセスなし
値一覧 変更可能、 表示のみ、 アクセスなし
スクリプト 変更可能、 実行のみ可能、 アクセスなし

[その他のアクセス権] 設定内容
印刷を許可 有効／無効
エクスポートを許可 有効／無効
拡張アクセス権の管理 有効／無効
完全アクセスのないアカウントを管理 有効／無効
ユーザによるデータ入力警告の無視を許可 有効／無効
アイドル状態の時、 サーバーからユーザの接続を解除する 有効／無効
ユーザによるパスワードの変更を許可 有効／無効、 変更を要求する間隔 （日）、 パスワードの最

小の長さ （文字）
利用できるメニューコマンド すべて／編集／最小

[拡張アクセス権] 設定内容
FileMaker WebDirect によるアクセス 有効／無効
ODBC/JDBC によるアクセス 有効／無効
FileMaker ネットワークによるアクセス 有効／無効
スリープ/バックグラウンドで指定した時間を経過した場合
再認証を要求

有効／無効

XML Web 公開でのアクセス - FMS のみ 有効／無効
PHP Web 公開でのアクセス - FMS のみ 有効／無効
Apple events および ActiveX による FileMaker 操作
の実行を許可

有効／無効

URL による FileMaker スクリプトの実行を許可 有効／無効
FileMaker Data API でのアクセス 有効／無効
OData でのアクセス 有効／無効
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アクセス権セットは、 カスタム App を利用するユーザの使い方に応じて、 上記の要素の許可／不許可、 制約内
容を検討して設定します。
アクセス権セットは、 カスタム App に必要な数だけ作成することができますが、 各カスタム App ファイルには、
あらかじめ 3 つのアクセス権セット、 [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1）、 [データ入力のみ] アクセス権セッ
ト （13.3.2）、 および [閲覧のみアクセス] アクセス権セット （13.3.3） が定義されています。

[アクセス権セットの編集] ダイアログ
アクセス権セットを新規作成、 編集、 複製、 あるいは削除するには、 [セキュリティの管理] ダイアログの [詳細
設定...] ボタンから [詳細セキュリティ設定] ダイアログを表示し、 [アクセス権セット] タブで実行します。

図13.3-1 [詳細セキュリティ設定] ダイアログ

既存のアクセス権セットを編集する場合は、 [セキュリティの管理] ダイアログの [アクセス権セット] の右の鉛筆ア
イコンをクリックすると [アクセス権セットの編集] ダイアログが直接表示されます。 このダイアログで、 上記アクセ
ス権限の要素を編集することができます。
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図13.3-2 [アクセス権セットの編集] ダイアログ

13.3.1  [完全アクセス] アクセス権セット
[完全アクセス] アクセス権セットは、 FileMaker Pro ファイルのすべての要素に対してアクセスおよび変更をする
ことができます。

図13.3-3 [アクセス権セットの編集] ダイアログ： [完全アクセス] アクセス権セット

新しくファイルを作成したときに自動作成される Admin アカウントには、 この [完全アクセス] アクセス権セット
が付与されています。
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13.3.2  [データ入力のみ] アクセス権セット
[データ入力のみ] アクセス権セットは、 データの表示と入力のみを許可します。 データに関するアクセスはすべ
て許可されますが、 レイアウトやスクリプトなど、 カスタム App の構造部分に対する編集権限はありません。

図13.3-4 [アクセス権セットの編集] ダイアログ： [データ入力のみ] アクセス権セット

13.3.3  [閲覧のみアクセス] アクセス権セット
[閲覧のみアクセス] アクセス権セットは、 データの表示は許可されますが、 変更は許可されません。

図13.3-5 [アクセス権セットの編集] ダイアログ： [閲覧のみアクセス] アクセス権セット
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演習 13-2  新規アカウントを作成する

フォルダ：演習13_1から2 使用ファイル： 13_演習タスク.fmp12

この演習では、 [データ入力のみ] アクセス権セットを持つ新規アカウントを追加作成します。

1  [データ入力のみ] アクセス権セットを持つ新規アカウントを作成します。
a. [ファイル] メニューの [管理] > [セキュリティ...] を選択して [セキュリティの管理] ダイアログを
表示します。

b. [セキュリティの管理] ダイアログの左下の [+ 新規] ボタンをクリックして新規アカウントを作成
します。

図13.3-6 [セキュリティの管理] ダイアログ：新規アカウントの作成

c. 新規アカウントに対して次の設定をします。 （図 13.2-4 を参考にしてください。）
 • [認証方法] ： [FileMaker ファイル]
 • [アカウント名] ： 「入力用」
 • [パスワード] ： テスト用に簡易なものを設定 （「12345」 など）
 • [アクセス権セット] ： [データ入力のみ] 
 • [説明] ： 「データ入力専用アカウント」

d. [OK] をクリックして　[セキュリティの管理] ダイアログを閉じます。
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2  新規アカウントでサインインして動作を確認します。
a. いったん FileMaker Pro ファイル （演習ファイル） を閉じます。
b. ステップ (1) で設定したアカウント 「入力用」 でサインインします。
c. レイアウトモードに切り替えられないことを確認します。 （図 13.3-7）

演習終わり
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