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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、Claris 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
1.ソフトウェアの準備
本書の演習は、 Claris FileMaker Pro を使用します。 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 などを
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 最新版は、 無料評価版を次の 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

2.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、
演習前、演習後 （完了時:確認用です） などのフォルダがあり、その中に各演習ファイルが入っています。 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 (12.5) 版の FileMaker Pro 19.5 で作成しました。
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はじめに
本書は、 「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 の利用方法の習得を目指します。
本書の構成は次のとおりです。

章題 学習する内容

I.　カスタム App の計画

第 1 章 カスタム App の共用  • 共用するカスタム App で考えるべきこと

第 2 章 カスタム App の計画  • カスタム App の企画
 • カスタム App の要件定義と合意
 • 運用までに検討すべきこと

II.　構造設計

第 3 章 データモデリング  • 概念設計
 • 論理設計と正規化 （第 1 正規形、 第 2 正規形、 第 3 正規形）
 • 多対多の関連の実現

第 4 章 データベース定義  • テーブルとフィールドの定義
 • 入力値の自動化オプション
 • 入力値の制限オプション
 • グローバル格納を使用するフィールド

第 5 章 リレーションシップ （関連）  • リレーションシップグラフ
 • テーブルオカレンス （TO）
 • テーブルオカレンスグループ （TOG）
 • リレーションシップの定義
 • 多対多の関連とグラフ

第 6 章 データと索引 ・ 格納  • FileMaker Pro の索引の種類
 • FileMaker Pro での索引設定
 • FileMaker Pro のオブジェクトデータの保存方法
 • オブジェクトデータの外部保存
 • オブジェクトフィールドの設定
 • オブジェクトデータのメタデータの取得

III.　画面設計とレイアウト

第 7 章 画面の設計  • 画面設計の進め方
 • モバイルデバイスの画面設計
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章題 学習する内容

第 8 章 レイアウトの制御  • レイアウトの作成と管理
 • レイアウトの設定
 • レイアウトエリアの作成
 • フィールドのコントロールスタイル / 値一覧
 • レイアウトオブジェクトの表示 / 非表示
 • Web ビューアと JavaScript の利用
 • 一覧 / 詳細レイアウト
 • レイアウトの書式設定とテーマ / スタイル

IV.　機能の実装 ～ 関数 ・ スクリプト

第 9 章 計算式と関数  • 計算式を使ったフィールド定義
 • 計算式を使ったレイアウト
 • 条件付き書式
 • ポータルフィルタ
 • FileMaker 関数の活用
 • カスタム関数の利用

第 10 章 スクリプトと自動化  • スクリプトの設計と実装
 • スクリプトデバッガ / データビューアの使い方
 • スクリプト引数、 サブスクリプト
 • スクリプトの実行とコンテキスト
 • スクリプトトリガ
 • 変数
 • スクリプトの制御構造 （条件分岐、 繰り返し処理）
 • エラー処理
 • 外部キーの入力
 • データファイルの利用

Ⅴ.　集計 ・ グラフ、 モバイル、 セキュリティ

第 11 章 集計とグラフの活用  • 集計とグラフの設計
 • 既存レイアウトへの集計機能の追加
 • 集計パートだけのレイアウト
 • グラフオブジェクトを使ったグラフ作成

第 12 章 モバイル環境での利用  • FileMaker Go 特有の機能の利用
 • FileMaker WebDirect の概要

第 13 章 セキュリティ対策  • セキュリティの計画
 • FileMaker クライアントのアカウントタイプ
 • アクセス権セットの利用
 • カスタム App ファイル間のセキュリティ
 • カスタム App ファイルそのもののセキュリティ

第 14 章 カスタム App の改良  • カスタムメニューの作成と利用
 • 起動処理、 終了処理
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その他のリソース

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 （「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。
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第1章 カスタム App の共用

本書の前編 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、Claris FileMaker Pro を使って、データベー
ス、 レイアウト、 スクリプトなどから構成されたカスタム App の作成方法を確認しました。 そこで扱ったカスタム 
App は、 身近な問題や課題を解決するためのもので、 主に自分一人が利用するものでした。
本書ではそこから一歩進んで、 「複数人で利用するカスタム App」 を作成する際に押さえておきたい知識や技
術などについて確認していきます。
最初に、 「複数人で利用するカスタム App」 を開発する上で留意すべきポイントについて考えてみましょう。

1.1 共用するカスタム App で考えるべきこと
組織でカスタム App を導入するということは、 業務の効率化や組織の問題 ・ 課題の解決を目的として、 特定の
作業を自動化するということです。 そして、 誰がやっても迅速かつ正確に同じ成果 （結果） を出すことが期待され
ています。
このようなカスタム App を開発していくためには、 最低限、 次のような点を検討する必要があります。

（1） ユーザの共通の目的 （ゴール） に沿ったシステム要件
（2） 想定するユーザの誰もが無理なく使えるような機能設計
（3） カスタム App を複数人で共有するための手段
（4） セキュリティ対策 （アクセス制御）
（5） 運用管理、 バックアップ

また、 運用開始後に安定したメンテナンスとサポートを続けていくためには、 次の点も大切です。

（6） 自分 （開発者） 以外の人もカスタム App をメンテナンスできる保守性

大切なことは、カスタム App を複数人で利用するということは、自分 （開発者） 以外のさまざまな人たち （ユー
ザ） がカスタム App を触って操作する、 ということを忘れないことです。
この点をまったく考慮しないでカスタム App を作成すると、 「思うように使えない」 と頻繁に問い合わせや機能
変更要求があったりするだけでなく、 開発者には思いも寄らない使われ方をしてデータベースが壊れてしまったり
することさえあります。
自分 （開発者） にとって 「当然」 だと思っていることでも一般のユーザにとっては 「当然」 ではない、 というこ
とを念頭に、 常にユーザの視点に立ってカスタム App を磨いていってください。

本書ではまず、 続く 2 章で上記 (1) のシステム要件の検討方法について概観します。 システム要件を検討し、
それを誰もが確認できるようにまとめておくことで、 自分以外の人のカスタム App の理解を助け、 (6) のカスタム 
App の保守性を向上させることにも役立ちます。
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本書の 3 章からは具体的なカスタム App 開発技術について、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」
をベースにしつつ、 より理解を深められるよう進めていきます。 その過程で (2) の一般のユーザに対する配慮を随
時取り入れていきます。
(3) のカスタム App を共有する手段については、 次の 1.2 節や 2.3 節の内容を参考に、 組織とカスタム App 
の利用方法に合わせて検討してください。
(4) のセキュリティ対策のうち、 カスタム App のレベルでのセキュリティ対策については第 13 章で確認します。
Claris FileMaker 製品に関する詳細なセキュリティ対策については、 Claris の Web サイト 「ドキュメンテーショ
ンセンター」 の各ドキュメントなどを参照してください。

 • Claris ドキュメンテーションセンター： 
https://www.claris.com/ja/resources/documentation/

1.2 カスタム App の共有
カスタム App を複数人で利用する方法としては、 大きく分けて次の 2 つがあります。

（1） 1 台のコンピュータあるいはデバイス上のカスタム App を複数人で利用
（2） サーバー （ホスト） に置いたカスタム App をネットワークを介して複数クライアントから使用

上記のうち (1) は、 1 台のコンピュータにインストールした FileMaker Pro、 あるいは、 1 個のデバイスにインス
トールした Claris FileMaker Go® を使って、 カスタム App を複数人で共用する方法です。 複数のユーザが各
自のアカウント （13.2） でカスタム App にログインして利用します。 当然ながら、 複数のユーザが同時にカスタム 
App を使うことはできません。
(2) は、 Claris FileMaker Server あるいは Claris FileMaker Cloud® といったサーバーを使用し、
FileMaker Pro、 Claris FileMaker Go あるいは Web ブラウザ （Claris FileMaker WebDirect® を利用）
をクライアントとして使用する方法です。 複数のユーザがそれぞれのクライアントからそれぞれのアカウントでログイ
ンしてカスタム App を利用します。 複数のユーザが同時に同じカスタム App を利用することができ、 最新のデー
タベースの内容を参照しながら作業を進めることができます。

カスタム App のサーバー
FileMaker Server は組織のネットワーク上やクラウド上にインストールして、 組織に合った柔軟な設定や運用
をすることができます。 詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➂ 運用管理編」 や Claris FileMaker 
Server ヘルプを参照してください。
FileMaker Cloud は Claris International Inc. が提供するクラウド上のサービスです。 ユーザがサーバーの
インストールや設定などをする必要がなく、 運用 ・ 保守も Claris の専用チームが行います。 詳しくは、 Claris の
ドキュメンテーションセンターの各種ドキュメントや Claris FileMaker Cloud ヘルプなどを参照してください。
カスタム App をサーバーにアップロードする方法や、 アップロードの際に気をつけることなどについては、 Claris 
のドキュメンテーションセンターに各種ドキュメントが用意されていますので、 参考にしてください。
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第2章 カスタム App の企画と運用

新しくカスタム App を作成するときには、 その開発を始める前に、 新しいカスタム App を企画し、 システム
要件を定義します。 これらは、 システム開発のいわゆる 「上流工程」 の 「企画」 と 「要件定義」 のフェーズに相
当します。
これらのプロセスは、 自分一人で使うカスタム App を作成するときにはそれほど厳密に進める必要はないかも
しれません。 しかし、 複数人で使用するカスタム App を開発する場合には重要なプロセスです。 「みんなで使う」
カスタム App を計画通りに確実に作成するためには、 「どういうカスタム App を開発するか」 を 「みんな」 で理
解して、 納得しておく必要があります。
また、 カスタム App の具体的な利用方法や運用方法についても、 企画や要件定義の段階である程度決定して
おく必要があります。 開発がある程度終わってから実際の利用方法にそぐわないことがわかって手戻りすることが
できるだけないように、 決められることは決めておきます。
なお、 システム開発のプロセスや進め方については、 多くの記事、 資料や書籍などが公開されているだけでなく、
所属する組織それぞれで実施する内容が決まっていることもあります。 したがって本章の具体的な内容は、 状況に
応じた適切な方法で実施してください。

2.1 カスタム App の企画
新しいカスタム App を開発するときに最初に実施することは、 「企画」 です。
企画は、 さまざまな意見の中から、 新しいカスタム App が 「何を対象にするか」 という範囲を絞り込むことが
目的です。 範囲を決めることで 「共通の目的 （ゴール）」 が決定し、 そこを見据えて取り組めるようになります。

2.1.1  問題 ・ 課題の収集
新しいシステムが必要とされる背景には、 業務などに何らかの問題や課題があって、 それを解決したいという要
望があることがほとんどです。 したがって、 まず、 どのような問題や課題を解決したいか、 そして、 それを解決し
てどういう結果を得たいか （目的） について、 ユーザとなる人たちの意見を収集します。
問題や課題が集まったら、 カスタム App の対象範囲の候補になるかを考えながら、 対象業務 （作業） は何か、
どのような情報 （データ） を取り扱うか、 誰が実際にカスタム App を使用するかを整理します。
このとき、 使用開始時期や使用期間、 使用できるネットワーク環境やクライアント、 考慮すべきセキュリティの程
度などの制約も確認します。
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2.1.2  システムの概要の把握と決定
2.1.1 で整理 ・ 確認した内容をもとに、 次の企画内容を整理します。

（1） 開発の目的
（2） 開発するシステム （カスタム App ） が解決すべき課題
（3） 対象範囲 （業務、 対象情報、 使用者）
（4） 制約事項
（5） 作業期間 （開発スケジュール）

なお、 企画段階で実施することは、 あくまでも新しいカスタム App の概要を把握するだけです。 時間をかけす
ぎないために詳細に入り込まず、 しかしながら曖昧になりすぎないことが肝要です。
最終的に、 然るべき人が企画内容を決定します。 「然るべき人」 とは、 自分かもしれませんし、 上司やリーダー
かもしれません。 意思決定に関わる必要がある人たち （ステークホルダー） が企画内容に合意することによって、
企画が決定されます。
決定した企画の内容は、 図や文書に書き残して、 関係する誰もが確認できるようにしておきます。
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2.2 カスタム App の要件の検討
企画段階で新しく開発するカスタム App の概要が見えてきたら、具体的な開発内容を検討して決定していきます。
企画段階で整理したカスタム App の目的、 解決すべき課題を満たす機能や仕様をまとめることを、 要件定義と
いいます。
要件定義は、 複数人で利用するカスタム App を開発する上でとても大切なプロセスです。 要件定義をないがし
ろにすると、 せっかく作ったカスタム App がユーザにとって使いづらいものになったり、 当初の課題を十分に解決
できないものになってしまったりする恐れがあります。

2.2.1  要件定義
要件定義によって確認することは、 おおむね次の内容です。

 • 業務要件
現在の業務の内容と流れ （業務フロー） を確認し、 課題や問題がどこで発生しているか、 それをどのように改
善するかを検討します。

 • 機能要件
課題や問題を解決するためにカスタム App に必要な機能を、 具体的に詳細に検討します。 開発規模や開発
スケジュール、 既存システムとの関連などの制約から、 優先順位を決めて開発範囲を決定します。

 • 非機能要件
必要とされるセキュリティ対策や性能 （応答速度など）、 保守 ・ 運用方法について確認します。

上記の内容を検討して 「システム要件」 として定義するために、 まず、 カスタム App のユーザや関係者にヒア
リングします。 カスタム App の実際の使い方がイメージできるよう、 企画段階よりも突っ込んで意見を収集してい
きます。
そして、 ヒアリングで集まった情報を分析 ・ 整理して、 具体的な要件としてまとめていきます。

2.2.2  要件の合意
整理した要件は 「要件定義書」 といった形でまとめ、 企画と同じく、 関係者の間で合意します。 そして、 合意
された要件定義 （要件定義書） は、 カスタム App に関係する誰もが見られるようにしておきます。
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重要度、 優先度、 難易度

システムの 「機能」 は、 いくつかの側面を持ちます。 主にユーザから見た 「機能」 と開発者から見た 「機能」 です。
まず、 ユーザから見た 「機能」 は、 企画や要件定義の段階で次のことがわかります。
 • 開発の目的を達成するためにどれだけ重要な機能か （重要度）
 • 業務上、 またユーザにとってどれだけ必要な機能か （優先度）
そして、 具体的な設計や実装に入ると次のこともわかってきます。
 • 機能を作成するためにどのような技術が必要でどれくらい時間がかかるか （難易度）
開発者にとって 「難易度」 が低い機能は 「すぐに作成できる」 ものです。 それが 「重要度」 も 「優先度」 も高い機
能であれば、 ユーザにとっても良いことです。
逆に、「重要度」 も 「優先度」 もそれほど高くないのに 「難易度」 が高い機能は、ユーザから見ると 「思ったよりも （作
成に） 時間がかかる」 ものに見えます。 場合によっては、 「難易度」 が高い機能について 「重要度」 と 「優先度」 を
再確認することも必要です。
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2.3 カスタム App の利用方法と運用の計画
本章冒頭でも記述したように、 カスタム App 開発が進んでからの手戻りができるだけないように、 カスタム 
App の具体的な利用方法や運用方法について、 企画や要件定義の段階である程度決定しておく必要があります。
例えば、 カスタム App の運用を考えた時、 次のようなことを明確にしておく必要があることは容易に想像でき
るでしょう。

 • 複数のユーザがカスタム App を同時に使うかどうか
 • カスタム App をサーバーに置く場合、 クライアントは、 どこから、 どのようにアクセスするか
 • ユーザがカスタム App を利用するコンピュータあるいはデバイスは何か
 • ユーザがカスタム App を利用するアプリケーションはFileMaker Pro、 FileMaker Go あるいは 
Web ブラウザのどれか

つまり、 カスタム App の運用準備で重要なことは、 次の 2 つを決定することです。

 • カスタム App ファイルを物理的にどこに置くか
 • どのような方法でユーザが使用するか

これらは可能な限り、 企画、 要件定義時に決定します。
これらの点が決まっていなかったり曖昧なままだったりすると、 カスタム App の設計や開発が進めらないときが
あります。 また、 いったん作成したものが不要だったり、 新しく作成しなければならないものが出てきたりすること
もあります。 FileMaker Pro はカスタム App の仕様の変更や追加に柔軟に対応できることが特徴の一つですが、
少なくとも運用準備を始める頃までにはすべて決定しておきましょう。

2.3.1  カスタム App の利用形態
カスタム App の利用形態には、 カスタム App をサーバーで共有せずに単独で利用する形態 （スタンドアロン）
と、 FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud をホストとしてカスタム App を複数ユーザ （1 人以上） で
共有して利用する形態 （クライアント / サーバー） があります。 （表 2.3-1）
いずれの形態を選択する場合でも、 運用の安定性、 安全性、 信頼性をできるだけ確保できるように計画します。
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表2.3-1 カスタム App 利用形態の違い

スタンドアロン クライアント / サーバー

想定するユーザ数 1 人のみ 1 人以上

サーバー - FileMaker Server あるいは 
FileMaker Cloud

カスタム App へのアクセス 同じハードウェア上 ネットワーク経由 （有線 / 無線）

クライアントのデバイス コンピュータ / iPad / iPhone コンピュータ / iPad / iPhone

クライアント ・ アプリケーション
FileMaker Pro / FileMaker Go FileMaker Pro / FileMaker Go 

/ Web ブラウザ （FileMaker 
WebDirect 利用）

ユーザがカスタム App を単独で使用する （スタンドアロン）
スタンドアロンで利用する場合は、 カスタム App はクライアントのコンピュータやデバイスに保存します。 この形
態は、 ネットワーク環境がない場所で利用する場合やデータベースを共有する必要がない場合などに選択します。
ネットワークを介してカスタム App を利用する場合よりも応答速度が速くなることも期待できますが、 複数ユー
ザが同じカスタム App を使用する場合は、 各ユーザのコンピュータやデバイスにカスタム App が利用できる環境
を整える必要があります。 また、 カスタム App 利用開始後も各ユーザがカスタム App のデータを個別に管理し
ていく必要があります。

ユーザがホストで共有されているカスタム App を使用する （クライアント / サーバー）
クライアント / サーバーで利用する場合は、 カスタム App はホスト （FileMaker Server あるいは FileMaker 
Cloud） で共有します。 この形態は、 ネットワーク環境が利用でき、 データを複数ユーザで共有する必要がある場
合やデータベースの自動バックアップが必要な場合などに選択します。
クライアント ・ アプリケーション （FileMaker クライアント） としては、 FileMaker Pro、 FileMaker Go、 Web 
ブラウザ （FileMaker WebDirect を利用） が利用可能です。 なお、 FileMaker Server を利用する場合は、 カ
スタム Web 公開と ODBC / JDBC クライアントからのアクセスも可能です。
この形態では通常、 運用管理者がカスタム App を適切に運用できるように管理 ・ 運用します。 この形態を選
択する場合は、 運用開始までに運用管理者と運用ルールを決定するなどの準備が必要です。

データベースの同期
ユーザがスタンドアロンでの利用を選択した場合でも、 定期的にサーバー （ホスト） で運用されているカスタム 
App の内容を反映したい、 といった場合があります。
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このような場合には、 データの同期が必要です。 データの同期には、 大きく分けて次の 2 種類があります。
 • 一方向の同期
例えば、 モバイルデバイス上のカスタム App のデータを、 サーバー上でホストされているカスタム App に反
映するだけ、 あるいはその逆、 といった形態

 • 双方向の同期
例えば、 モバイルデバイス上のカスタム App のデータをサーバー上でホストされているカスタム App に反映
し、 サーバー上のカスタム App のデータもモバイルデバイス上のカスタム App に反映する、 という形態

データを同期するかどうかは、 データベースの構造設計 （第 3 章） に関わるため、 原則としてカスタム App 
作成初期から決定しておくべきです。 ただし、 その動作確認テストはカスタム App ファイルが完成してからでない
と確実に実施することはできません。
データを同期する場合には、 同期する項目、 競合 （同じデータが更新されていた場合） の解決方法、 レコード
の削除、 同期のタイミングなどについて検討する必要があります。 これらのさまざまなことを考慮しながらカスタム 
App の機能を作成したり専用の製品を導入したりするなどして同期を実行します。
データベースの同期について詳しくは、 Claris ナレッジベース 「データベースの同期 - アプローチの概要」
（KB:000024001） を参照してください。

2.3.2  運用までに準備するもの
カスタム App の運用を開始するまでには、 さまざまなものを準備する必要があります。 何を準備すれば良いか
はカスタム App の利用形態が固まってくると徐々にはっきりしてきますが、 例えば次のようなものがあります。

 • ハードウェアの準備 （サーバー用、 クライアント用）
 • アプリケーションの準備 （FileMaker Server の準備、 FileMaker Cloud の契約など）
 • データの準備 （マスタデータの準備、 データ移行、 他システム連携など）
 • 運用管理の準備 （運用管理者の決定、 運用ルールの策定、 など）

準備に時間がかかるものもあるので、 それぞれの準備にどれくらいの期間が必要なのかをあらかじめ検討してお
くことが重要です。
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第3章 データモデリング

本章では、 カスタム App の要件定義 （2.2） をもとに、 カスタム App の屋台骨にあたるデータベース （リレー
ショナルデータベース） を設計します。
まず、 カスタム App の機能要件を実現するために必要なデータの範囲とその関係を確認し、 モデル化する方法
を概観します。 そして、 そのモデルに基づいてデータベースのテーブルを作成し、 さらに、 カスタム App で効率
良く処理ができるようにテーブルを最適化していきます。
本書では、 カスタム App で取り扱うデータとその関係を明らかにし、 カスタム App で効率良く扱えるように定
義することをデータモデリングと呼びます。 データモデリングは、 データベース設計と呼ばれることもあります。

3.1 データモデリングのフェーズ
データモデリング （データベース設計） は一般に概念設計、 論理設計および物理設計という 3 段階のフェーズ
で実施されます。
このうち、 概念設計では、 カスタム App に実装したい機能 （機能要件） に必要なデータをモデル化し、 図な
どで表現します。

論理設計では、 概念設計で作成したモデルをより詳細化し、 リレーショナルデータベースで効率良く取り扱うこ
とができるように冗長な部分を取り除いていきます （正規化）。

物理設計では、 論理設計で作成したモデルを実際のデータベース製品に合わせて最適化します。 本書では、 こ
こで FileMaker Pro のデータベースを定義していきます。 このとき、テーブルの各フィールドのデータタイプ （フィー
ルドタイプ） を決定したり、 オブジェクトタイプの格納方法を検討したりします。 さらに、 フィールドの索引設定を
検討して、 カスタム App に求められる性能要件に応えるようにします。 本書では、 第 4 章～第 6 章で物理設計
について確認します。

図3.1-1 データモデリングのフェーズ
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3.2 概念設計
概念設計では、 カスタム App に実装したい機能 （機能要件） に必要なデータを確認してモデル化し、 図など
で表現します。 このときに作成するモデルを、 概念データモデル （概念モデル） といいます。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 このような概念データモデルを作成することなくテーブル
を設計しました。 しかし、 実務で利用するカスタム App では多くの場合、 データベースが大規模かつ複雑になっ
ていきます。 そのため、 データベースが最終的にどのようになるかを先に考え、 簡易な概念レベルでモデルを作
成しておくと、 カスタム App 開発が長期にわたる場合でも見通し良く作業を進めることができます。
作成した概念データモデルは、 概念設計の次の論理設計において、 リレーショナルデータベースのテーブル定義
をする際のベースになります。 また、 後で自分がカスタム App の内容を確認する際に、 あるいは自分以外の人が
カスタム App を保守したり、 改修 ・ 拡張したりする際に参照する重要な情報となります。
ここでは次のステップで概念データモデルを作成します。

（1） エンティティ （3.2.1） を抽出する
（2） エンティティを関連付けする
（3） エンティティを正規化する

なお、 概念データモデル自体は特定のデータモデルに依存しないものですが、 ここではリレーショナルデータベー
スで実装することを意識しながら作成を進めていきます。

3.2.1  概念データモデル
概念データモデルは、 次の 4 つの要素から構成されます。 概念設計とは、 これらの要素を使ってデータを表現
することに相当します。

 • エンティティ ：
同じ分類ができるような情報の集まりです。 エンティティ(Entity） は 「実体」 と訳されますが、 リレーショナル
データベースではテーブルに対応します。
「見積伝票」 など随時追加されていく動的なデータをイベントエンティティ、 「商品マスタ」 「顧客マスタ」 など
の情報参照に使われる静的なデータをリソースエンティティと呼びます。

 • 属性 （アトリビュート） ：
エンティティに含まれる項目名です。 リレーショナルデータベースでは、 テーブルのフィールドに対応します。

 • 関連
2 つのエンティティ間に関係があることを示す情報です。 1 つのエンティティから見たときのみに関連がある場
合と、 両方のエンティティから相互に関連がある場合があります。

 • 関連の多重度 （カーディナリティ）
エンティティ間の関連の種類で、 エンティティに対応する実データ同士が何個ずつ対応するかを表現します。 1 
対多、 多対多、 1 対 1 の 3 種類があります。

概念データモデルを表現するためには、ER モデル (Entity - Relationship model) による ER 図や IDEF1X、
UML などさまざまな手法があります。 このうち、 ER 図はリレーショナルデータベースを設計する際によく使われ
ています。
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3.2.2  ER 図による概念データモデル
本書では、 ER モデルを使って概念データモデルを整理していきます。
ER モデルを表現する方法 （記法） にもさまざまなものがありますが、 ここでは IE 記法と呼ばれている記法を
使用します。 IE 記法は、 図 3.2-1 の図形を使って概念データモデルを表現するものです。

図3.2-1 IE 記法による ER 図の記法

IE 記法はその見た目から 「Crowʼ s Foot （カラスの足） 記法」 とも呼ばれています。

3.2.3  エンティティの抽出
エンティティは、 カスタム App で使用するデータを管理する単位です。 同じ分類ができるような情報の集まり、
と考えてください。
例えば、 これから 「見積作成管理システム」 を開発するとします。
「見積作成管理システム」 は、 担当者がばらばらに作成している見積書を一元管理して共有することを目的とし
たカスタム App です。 現在の見積書の構成をもとに、 要件定義 （2.2） のプロセスで次のようなデータ項目があ
ることがわかっているとします。

見積作成管理システムのデータ項目

 • 発行日
 • 見積番号
 • お客様情報 （会社名、 郵便番号、 住所、 所属、 肩書、 名前）
 • 自社情報 （会社名、 郵便番号、 住所、 所属、 担当者名、 電話番号、 FAX、 電子メールアドレス）
 • 見積の総額
 • 件名
 • 見積の内容 （明細：品名、 数量、 単価、 金額、 備考）
 • 小計
 • 消費税額
 • 見積の状況 （作成／お客様検討中／結果確定済）
 • 結果 （注文あり／注文なし）

図 3.2-2 の左側は実際の見積書のイメージ、 右側は IE 記法による 「見積作成管理システム」 の概念データモ
デルの例です。 上記洗い出したデータ項目から関連するデータ項目を寄せ集め、 「見積書」 というイベントエンティ
ティと、 「顧客」、 「商品」 および 「自社情報」 というリソースエンティティを抽出しています。
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図3.2-2 見積書と抽出したエンティティ

図 3.2-2 のように、 イベントエンティティ （「見積書」） とリソースエンティティ （「顧客」 と 「商品」 と 「自社情
報」） を色分けするとわかりやすくなります。

3.2.4  関連の多重度
リレーショナルデータベースでは多くの場合、 概念データモデルのエンティティをテーブルとして実装します。 こ
のとき、 エンティティ間の関連はテーブル間の関係を表し、 その多重度は、 「テーブルのあるレコードが他のテーブ
ルの何個のレコードと関係するか」 を決定するものとして、 それぞれとても重要な要素となります。
関連の多重度には、 1 対多、 多対多、 1 対 1 の 3 種類があります。

1 対多
あるエンティティ A の要素が他のエンティティ B の複数の要素と関連があり、 かつ、 関連する B の要素から見
たときに対応する A の要素が 1 つだけになる場合です。 （図 3.2-3）
1 つの要素が必ず 2 個以上の要素と関連がなければならないわけではなく、 1 対 1 の状態も含みます。 「多対 
1」 の状態も 1 対他として扱います。

図3.2-3 1 対多の関連の例
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多対多
あるエンティティ A の要素が他のエンティティ B の複数の要素と関連があり、 かつ、 関連する B の要素から見
たときに対応する A の要素も 複数ある場合です。 （図 3.2-4）
多対多の関連をリレーショナルデータベースで実現する場合には注意が必要です。 リレーショナルデータベース
の 1 つのフィールドは通常、 1 つの値のみが入力されるものなので、 複数の値を入力するには複数のフィールドが
必要です。 しかし、 多対多の関連があることがわかっていても、 双方の 「多」 が何個なのか （あるいは 「0」 な
のか）、 当初は決まっていないことや途中で変更されることが多くあります。
また、 関連自体が情報を持つ場合もあります。 例えば、 図 3.2-4 の 1 つめの例では 1 件の 「見積書」 に含
まれる 1 種類の 「商品」 に対して 「個数」 の情報が必要だったり、3 つめの例の 「映画」 と 「俳優」 の関連に 「出
演料」 という属性を持たせたい場合があったりします。
開発しようとしているカスタム App で多対多を取り扱う場合には、 このような点についてどういう要求仕様と制
約があるかをしっかりと確認した上で、 適切な方法で実装する必要があります。
なお、 1 つの多対多の関連は、 2 つの 1 対多の関連に分解することができます （3.3.5）。 リレーショナルデータ
ベースで多対多の関連を取り扱うとき、 多くの場合は 2 つの 1 対多の関連を実装します。

図3.2-4 多対多の関連の例

1 対 1
あるエンティティ A の要素が他のエンティティ B の要素 1 つと関連があり、 かつ、 関連する B の要素から見た
ときにも対応する A の要素が 1 つだけの場合です。 （図 3.2-5）
このような関係は通常、 1 つのエンティティにまとめます。 しかし、 特別な事情があって別々の 2 つのエンティ
ティとして取り扱う必要がある場合があります。 例えば、 患者情報を管理するカスタム App を計画しているときに、
電子カルテシステム （別システム） に管理された電子カルテデータを参照できるようにしようとした場合があります。
別システムのデータはカスタム App のデータとは操作方法が異なるので、 電子カルテデータは患者情報と 1 対 1 
対応するエンティティとします。
一般に、 次のような場合には対応するデータを 1 対 1 対応するエンティティとして整理します。

 • 他システムで管理されているデータの一部あるいはすべて定期的にインポートして使用する
 • 他システムで管理されているデータを ESS （外部 SQL ソース） などで結合して直接使用する
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図3.2-5 1 対 1 の関連の例

「見積作成管理システム」 の ER 図
3.2.3 節で抽出した 「見積作成管理システム」 のエンティティ間に関連を追加すると、 例えば図 3.2-6 のよう
な ER 図になります。 「見積書」 エンティティと 「顧客」 エンティティ、 「自社情報」 エンティティとの間はそれぞれ 
1 対他の関連になっていますが、「見積書」 エンティティと 「商品」 エンティティとの間の関連は多対多の関連になっ
ています。
この概念データモデルをベースに、 実際のデータベース （リレーショナルデータベース） を念頭に置いた論理設
計 （3.3） を進めていきます。

図3.2-6 「見積作成管理システム」 の概念データモデル
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3.3 論理設計と正規化
論理設計で作成するデータモデルを論理データモデルといいます。 概念設計で作成した概念データモデルは基
本的にデータベースの種類などの実装手段とは関係なくデータ間の関連を表すものですが、 論理データモデルは、
リレーショナルデータベースのような特定のデータベースを想定して構造を整理するものです。
概念設計では主にエンティティとそれらの間の関連をモデル化しますが、 論理設計ではエンティティの属性を検討
していきます。 具体的には、 リレーショナルデータベースでデータを効率良く取り扱うことができるように、 論理デー
タモデル上で冗長な属性を取り除き、 必要に応じてエンティティを分けていきます。 この作業を正規化といいます。
正規化することによって、 データの操作や保守が容易になり、 品質が安定し、 さらに設計変更にも強いデータベー
スになることが期待されます。
正規化にはいくつかの段階がありますが、 ここでは基本的な 3 段階の正規化について確認します （3.3.2　～ 
3.3.4）。 この過程で、 多対多 （3.2.3） の関連を 1 対多の関連に分解することについても確認します （3.3.5）。

3.3.1  正規化とは
データベース設計において正規化を考える際によく言われる原則があります。 それは、 次のものです。

One Fact in One Place （1 つの事実は 1 つの場所に）

正規化とは、 この原則に従ってデータ構造から冗長性を取り除いていく操作、 と言うことができます。 この原則
から導かれるルールに従って正規化した形態を正規形といいます。
正規化することによって、 データの重複 （冗長性） を無くし、 データの追加や更新において処理を迅速に実行し、
かつ、 データの不整合を起こりにくくすることができます。 ルールはいくつかあり、 それぞれを段階的に適用して
いくと間違いはありませんが、 実際の現場では複数のルールが適用された状態の正規形をいきなり作ってしまうこ
ともあります。
なお、 データベースを設計する際には必ず正規化しなければならないというわけではありません。 扱うデータの
特性によっては、 正規化しない方が効率よく処理できる場合もあります （3.3.6）。

3.3.2  第 1 正規形への正規化
最初の正規化は、 次のルールを使います。 このルールに従って正規化して得られたモデルを、 第 1 正規形と呼
びます。

ルール 1 ：繰り返す属性は別のエンティティにする

「繰り返す属性」 とは、 1 つのエンティティに複数個 （繰り返して） 現れる属性のことです。 いくつかの関係する
属性がセットになって繰り返すときには、 それらをまとめて別のエンティティにします。
例えば、 3.2.3 節では、 「見積作成管理システム」 の概念データモデルとして 「見積書」 というイベントエンティ
ティを抽出しました。 この 「見積書」 エンティティには、 図 3.3-1 の左側に示すような属性が含まれています。
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図3.3-1 第 1 正規形への正規化

このうち、 「見積の内容 （明細）」 で始まる属性は、 商品の種類の数だけ伝票に繰り返して現れるものです。 最
初の正規化では、このような属性をまとめて別のエンティティ （「見積明細」） にし、これらの属性を削除したエンティ
ティ （「見積情報」） を再定義します。
再定義した 「見積情報」 エンティティと 「明細情報」 エンティティは、 どちらもイベントエンティティです。 これ
らの間には次のような関係があります。

 • 1 件の 「見積情報」 には、 複数の 「見積明細」 （商品ごとに 1 つ） を含む
 • 1 件の 「見積明細」 は、 1 件の 「見積情報」 に対して作成する

つまり、 正規化したこれらエンティティは 1 対多の関連を持つことがわかります。

図3.3-2 「見積情報」 と 「見積明細」 エンティティの関連

3.3.3  第 2 正規形への正規化
2 番目の正規化は、 次のルールを使います。

ルール 2 ：主キーに部分的に従属する属性は別エンティティにする
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「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 主キーとはリレーショナルデータベースにおいてレコード
をユニーク （一意） に識別するためのフィールドであると確認しました。 論理データモデルでは、 エンティティに含
まれる属性のうち、 主キーに相当する属性を言います。
「A が B に従属する」 とは、 B を決めると常に A が決まるような関係をいいます。 そして、 「A が B に部分的
に従属する」 とは、 B の一部のみで A が決まることをいいます。
つまり、 「主キーに部分的に従属する属性」 とは、 主キーとなりうる属性の組み合わせがあったとき、 その一部
の属性が決まれば常に決まる属性を意味しています。 ルール 2 は、 このような属性を別のエンティティに分離する
ものです。 このときに得られるモデルを、 第 2 正規形といいます。
ここで、 前の 3.3.2 節で抽出した 「見積情報」 エンティティと 「見積明細」 エンティティ （図 3.3-1 の右側）
を見てみましょう。
「見積情報」 を一意に識別する属性としては、 「見積番号」 があります。 その他の属性は 「見積番号」 が決ま
ればすべて決まるので、 ルール 2 が適用できる属性はありません。 また、 「発行日」、 「顧客」、 「自社情報」 およ
び 「件名」 の組み合わせも見積情報を特定できそうですが、 これら以外の属性のうち、 この中の一部の属性が決
まればその値が決まるものはありません。
したがって、 「見積情報」 エンティティは、 ルール 2 を適用しなくとも、 第 2 正規形になっています。
一方、 「見積明細」 エンティティはどうでしょうか。
「見積明細」 の主キーの候補になる属性としては、 「商品番号」 と 「商品数量」 の組み合わせがあります。 他
の属性を見ると、 「商品名」 および 「商品単価」 は 「商品番号」 さえが決まれば一意に決まります。 つまり、 「商
品名」 と 「商品単価」 は、 主キーとなる属性の組み合わせ （「商品番号」 と 「商品数量」） のうち 「商品番号」
だけに従属しているので、 「主キーに部分的に従属する属性」 と言えます。
そこで、 「見積明細」 エンティティにルール 2 を適用し、 これらの属性を別のエンティティ （「商品」） に分離し
ます （図 3.3-3）。

図3.3-3 第 2 正規形への正規化

ここで分離した 「商品」 エンティティは、 3.2.3 節で抽出した 「商品」 エンティティと同じです。 つまりここでは、
当初の 「見積明細」 エンティティと 「商品」 エンティティとに重複していた属性を削除して、 モデルの冗長性を無
くしたことになります。 これによって、当初の 「見積明細」 エンティティにあった属性 「商品名」 および 「商品単価」
と、 「商品」 エンティティの 「商品名」 および 「単価」 が異なるといった事態が発生することはなくなります。
「見積明細」 エンティティはイベントエンティティでしたが、「商品」 エンティティはリソースエンティティです。 そして、
これらエンティティの間には次の関係があります。
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 • 1 件の 「見積明細」 は、 1 件の 「商品」 に対して作成する
 • 1 件の 「商品」 は、 複数の 「見積明細」 に含まれる

つまり、 これらのエンティティも 1 対多の関連を持っています。

図3.3-4 「見積明細」 と 「商品」 エンティティの関連

3.3.4  第 3 正規形への正規化
3 番目の正規化は、 次のルールを使います。

ルール 3 ：主キー以外の属性に従属する属性は別のエンティティにする

このルールに従って得られたモデルを、 第 3 正規形と呼びます。
例えば、 3.2.3 節の 「見積作成管理システム」 の 「顧客」 エンティティについて考えてみましょう。
ここで、 自社には、 お客様 （「顧客」） ごとに専任の担当社員 （自社担当者） が 1 人いるとします。 また、 あ
る担当者は複数のお客様を担当しているとします。
「顧客」 エンティティには、 図 3.3-5 の左側に示すような属性が抽出されていたとします。 このうち、 「自社担
当者」 と 「自社担当者所属」 は、 「自社担当者社員番号」 が決まると一意に決まるので、 「自社担当者社員番号」
に従属していると言えます。 そして、自社担当者は複数の顧客を担当するので、 「自社担当者社員番号」 は 「顧客」
エンティティの主キーにはなりません。
このような場合に、ルール 3 を使ってこれらの属性を別のエンティティ （「自社担当者」） に分離します （図 3.3-5 
の右側）。 このようにすることで、 自社担当者の所属や氏名が変わったときにも、 自社担当者が担当していた複数
の顧客情報をいちいち編集する必要はなくなります。

図3.3-5 第 3 正規形への正規化
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再定義された 「顧客」 エンティティと 「自社担当者」 エンティティには次の関係があり、 1 対多の関連を持つこ
とがわかります。

 • 1 件の 「顧客」 は、 1 人の 「自社担当者」 が担当する
 • 1 人の 「自社担当者」 は、 複数の 「顧客」 を担当する

図3.3-6 「顧客」 と 「自社担当者」 エンティティの関連

3.3.5  多対多の関連の実現
3.2.3 節で検討を始めた 「見積作成管理システム」 について、 概念データモデルの各エンティティに属性を付与
し、 論理データモデルとして正規化してきました。 図 3.3-7 は、 正規化後の論理データモデルです。
ここでは、 当初の概念データモデルにあった多対多の関連 （3.2.4） が論理データモデルでどのように表されて
いるかを確認します。

図3.3-7 「見積作成管理システム」 の論理データモデル
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交差エンティティ
3.2.4 節の最後で作成した概念データモデルでは、 「見積書」 エンティティと 「商品」 エンティティの間に多対多
の関連がありました （図 3.2-6）。 それが、論理データモデルとして正規化していくことによって、「見積書」 エンティ
ティは 「見積情報」 と 1 対多の関連を持つ 「見積明細」 エンティティに分けられました。 また、「見積書」 エンティ
ティと 「商品」 エンティティとの関連は、「見積明細」 エンティティと 「商品」 エンティティとの 1 対多の関連に変わっ
ています。
「見積明細」 エンティティのように、 2 つのエンティティの間に多対多の関連を実現するエンティティを、 交差エ

ンティティと呼びます （図 3.3-8）。 交差エンティティを導入して多対多の関連が 1 対多の関連に分解されること
によって、 データを重複して持つことなく多対多の関連を表現することができます。 これは、 「One Fact in One 
Place」 の原則 （3.3.1） を遵守した状態です。
また、 関連そのものに紐付く属性も管理することができるようになります。 例えば、 「見積明細」 エンティティの
属性の 「数量」 「金額」 「備考」 は、 「見積情報」 エンティティと 「商品」 エンティティとの間に関連があって初め
て意味をなす属性なので、 交差エンティティである 「見積明細」 エンティティでのみ管理でき、 また、 管理すべき
ものであると言えるでしょう。
このように、 交差エンティティによって、 リレーショナルデータベースでは扱いにくい多対多の関連 （3.2.4） を
柔軟に扱うことができるようになります。

図3.3-8 交差エンティティによる多対多の関連の実現

なお、 リレーショナルデータベースにおいて交差エンティティに対応するテーブルを、 中間テーブルと呼びます。

3.3.6  主キーの決定
ここまで 「主キー」 を明確に示さずに進めてきましたが、 リレーショナルデータベースに実装するためにここらで
「主キー」 を決めておきます。
まず、 リレーショナルデータベースの主キーと外部キーについて、 もう一度確認しましょう。
主キー （primary key） とは、 リレーショナルデータベースにおいて、 ある 1 つのレコードをユニーク （一意）
に識別するためのフィールドを言います。 また、 外部キー （foreign key） とは、 他のテーブルの主キーを保存す
るフィールドです。 つまり、 リレーショナルデータベースでは、 主キーを使って、 他のテーブルとの関連 （リレーショ
ンシップ） を実現します。
では、 あるエンティティ （テーブル） に対してどのような属性 （フィールド） を主キーとして選べばいいでしょうか。
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「主キー」 としてレコードを識別するには 1 つのフィールドで足りる場合もありますし、 複数のフィールドの組み
合わせでもできる場合もあります。 例えば、第 2 正規形を考える時 （3.3.3） に、「見積情報」 エンティティの主キー
の候補として、 属性 「見積番号」 の他に、 「発行日」 「顧客番号」 「件名」 および 「自社情報」 の 4 つの属性の
組み合わせがあること （ただし、 同じ日の同じ顧客に同じ 「件名」 の見積書がない場合） も確認しました。
しかし、 主キーは上述のとおり、 他のテーブルとの関連を実現するものです。 カスタム App のデータベースでは、
この関連を使って複数のテーブルにまたがるデータをレコードごとに集める処理を効率良く実行できる必要がありま
す。 「主キー」 を構成する属性 （フィールド） の数が多くなるということは、 それだけ照合に時間がかかるというこ
とになります。 したがって、 複数のフィールドの組み合わせより、 1 つのフィールドの方が主キーにふさわしいと言
えます。
また、 主キーは、 カスタム App の運用中に値が変更にならないように設計する必要があります。 例えば、 「顧
客」 テーブルの 「顧客番号」 フィールドを主キー （の一部） としていたとき、 例えばそれまで数字で管理していた
顧客番号の書式がアルファベット＋数字に変更されると、 「顧客」 テーブルだけでなく、 「顧客番号」 を外部キーと
して持つ他のテーブルのレコードもすべて変更することになってしまいます。
このようなことを考慮して、 エンティティに関連する情報として抽出された属性ではなく、 連番や意味のない一意
な文字列を格納するフィールドを主キーとして追加することもあります。 このような主キーを 「人工キー」 といいます。
図 3.3-9 は、 図 3.3-7 の 「見積作成管理システム」 の論理データモデルに主キーと外部キーを追加して整
理したものです。 各エンティティの主キーおよび外部キーとして、 システムで自動生成する一意な識別子 （UUID）
を格納する属性を追加しています （図において主キーは属性名の左側に 「*」 を付けて表しています）。
今後は図 3.3-9 の論理データモデルをベースに 「見積作成管理システム」 の設計を進めていきます。

図3.3-9 主キーを決定した 「見積作成管理システム」
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3.3.7  正規化しすぎない
「One Fact in One Place」 の原則に則って論理データモデルを正規化することによって、 冗長なデータを無く
して不整合が起こりにくくし、 リレーショナルデータベースで効率良く処理をすることができるようになります。
その一方で、 エンティティを分割するとテーブルの数が増えることになります。 リレーショナルデータベースでは
関連するデータを取り扱うために、 複数テーブルに分散して保存されているデータを 「主キー」 で照合して集めて
きて使用しますが、 テーブルの数が多くなるほど、 この照合の処理が増えることになります。 また、 1 つの関連す
る情報を入力、 更新、 あるいは削除する場合に、 関連する複数のテーブルのレコードをそれぞれ確実に処理する
必要があるため、 データベース設計が複雑になります。
たいていの場合には正規化によるメリットが上回るのですが、 例えば次のような場合を考えてみましょう。
3.3.4 節では、 1 人の 「自社担当者」 は複数の 「顧客」 を担当することから、 「自社担当者」 情報は 「顧客」
エンティティから分離するという正規化を実施しました。 これによって、「自社担当者」 に関連する属性 （例えば 「氏
名」） が変更になった場合にも、 「自社担当者」 の情報を変更するだけで済み、 その担当者が担当している 「顧客」
には影響が及びません。 しかし、「自社担当者」 が担当する 「顧客」 が必ず 1 件のみと決まっている場合は、「顧客」
エンティティに 「自社担当者」 情報を含める当初設計で事足り、 エンティティを分けるメリットは薄くなることがあり
ます。 その場合はむしろ、エンティティ （テーブル） を分けることによって、テーブルをまたがって （照合して） デー
タを取得する処理コストが増えることになります。
また、 敢えて同じ属性を複数のエンティティに置いて、 冗長さを残すという選択もあります。
例えば、 ある 「商品」 の 「単価」 が変わったとします。 「商品」 はリソースエンティティで、 その属性値が頻繁
に変わるものではありませんが、時勢に合わせて変更になることは十分にありえます。 そのときに、 「商品」 の 「単
価」 を更新してしまうと、 以前の 「単価」 で作成されていた見積書全部が更新されてしまいます。 「商品名」、 「商
品番号」 についても同様に、 同じ 「商品」 でありながら 「商品名」 あるいは 「商品番号」 が変更されるといった
ことがないとは言い切れません。
このような場合を考慮しておくには 「見積明細」 エンティティに、 その見積書を作成した時点での 「単価」 等の
商品情報を保存しておく方法が考えられます （図 3.3-10）。 このとき、「商品」 と 「見積明細」 の 2 つのエンティ
ティに 「単価」 等の属性を重複して持つことになり、一見 「One Fact in One Place」 の原則に外れるようですが、
それぞれ保持する目的 （保持している値の意味） が異なるので、 保存されている値が異なっても 「不整合」 では
ありません。

図3.3-10 属性を重複して持つ例

このように、 正規化はどのような場合においても必ず実施しなければならないものではありません。 カスタム 
App の利用方法やデータの性質、 また応答性能に関する非機能要件 （2.2.1） などに応じて、 正規化の程度を検
討するよう心がけてください。
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第4章 データベース定義

ここからは、 データモデリングの物理設計 （3.1） にあたる内容です。
データベースの構造を決めることを 「データベースを定義する」 と言い、 データベースの構造をデータベース定

義と呼びます。 企画書および要件定義の内容 （第 2 章） と、 第 3 章で作成した論理データモデルに基づいて、
カスタム App のデータベースを定義していきます。
FileMaker Pro でのデータベース定義のやり方は、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 で一通り
確認していますので、 ここでは 「見積作成管理システム」 を例に、 演習を通してより実践的なデータベース定義を
確認していきましょう。

4.1 テーブルとフィールドの定義
新しいカスタム App ファイルを作成すると、 FileMaker Pro がブラウズモードで開き、 [データベースの管理] ダ

イアログが表示されます。 このダイアログを使って、 データベースを定義していきます。

4.1.1  テーブルとフィールドの定義
ER 図に表現された各エンティティと属性は、リレーショナルデータベースのテーブルとフィールドとして定義します。
テーブル名およびフィールド名は、 取り扱うデータがすぐにわかるように命名します。 そのためには、 命名規則
を設定して、 自分だけでなく、 カスタム App 開発 ・ 運用に関わる人たちもわかるようにしておくことが重要です。
本書では、 日本語でなるべく内容を端的に表す名称を使い、 必要な場合には次の記法を使います。

 • アンカー / ブイ手法 （5.1.3） による TO 名： アンカー TO から TO 名を 「_」 で結合
 • テーブル / フィールド名に補足情報を追加： 「|」 の後にテキスト追加　　例）「商品名 | ルックアップ」

また、 特に次の 3 つの特殊なフィールドにはそれぞれ接頭辞を付けることとします。

 • 計算タイプのフィールド ： 「c_名称」 （"calculation" の頭文字）
 • 集計タイプのフィールド ： 「s_名称」 （"summary" の頭文字）
 • グローバルフィールド （4.4） ： 「g_名称」 （"global" の頭文字）

フィールドには、 属性の性質に応じてフィールドタイプ （表 4.1-1） を決定し、 必要に応じてフィールドオプション
（4.2） を設定します。
フィールドタイプの選択や変更の操作方法については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 を参照
してください。
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表4.1-1 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 とストレージ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

4.1.2  ハウスキーピングフィールド
[データベースの管理] ダイアログでテーブルを作成したとき、 または新規にカスタム App ファイルを作成したと
き、 5 つのデフォルトのフィールド （ハウスキーピングフィールド） がテーブルに追加されます。 （表 4.1-2）
ハウスキーピングフィールドは、 レコードの識別子となる 「主キー」 と、 レコードの作成情報および修正情報を
管理するものです。 その値は自動的に設定され、 ユーザが入力や変更ができないようにフィールドオプションで設
定されています。
データをインポートしてテーブルを作成する場合、 または別のアプリケーションのファイルを変換してテーブルを
作成する場合には、 ハウスキーピングフィールドは自動生成されません。 また、 ハウスキーピングフィールドの設定
を変更したり、 ハウスキーピングフィールドを作成しないようにすることもできます。 詳しくは、Claris ナレッジベー
ス （KB:000026015） や FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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表4.1-2 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 フィールドオプション 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
（UUID）

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

4.1.3  「見積作成管理システム」 のデータベース定義
本章で題材にする 「見積作成管理システム」 のデータベースは、 図 4.1-1 の ER 図をベースにします。

図4.1-1 「見積作成管理システム」 の論理データモデル （改）
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なお、 図 4.1-1 の ER 図は、 第 3 章で最後に作成したもの （図 3.3-9） から次の点で更新されています。

 • 「見積明細」 エンティティに属性 「商品番号」 「商品名」 「単価」 を追加
← 「商品情報が途中で変更になっても、 見積書作成当時の商品情報を残す」 という仕様を反映 （3.3.7）

 • 「顧客側担当者」 エンティティを追加
← 「顧客」（企業） の窓口担当者となる顧客企業側の社員の情報。 1 件の 「顧客」 に複数人いることがあるので、
「顧客」 エンティティと 1 対多の関連が付与されています。

 • 「見積情報」 エンティティに属性 「消費税率」 を追加
← 「消費税率が変更になっても、 見積書作成時の値を残す」 という仕様を反映 （3.3.7）

さらに、 各エンティティの属性として、 次の仕様が決まっています。

 • 「見積情報」 エンティティの 「見積番号」 ： 「10001」 を起点として 「1」 ずつ増加
 • 「顧客」 エンティティの 「顧客番号」 ： 「20001」 を起点として 「1」 ずつ増加
 • 「商品」 エンティティの 「商品番号」 ： 「30001」 を起点として 「1」 ずつ増加

図 4.1-1 の ER 図の各エンティティから作成するテーブルとフィールドを、 次の表 4.1-3 ～ 4.1-9 にまとめま
す （自動生成されるハウスキーピングフィールド （4.1.2） も追加しています）。

表4.1-3 「見積情報」 エンティティ　→　「見積情報」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 顧客外部キー テキスト 顧客外部キー 「顧客」 テーブルの主キー

7 自社外部キー テキスト 自社外部キー 「自社情報」 テーブルの主キー

8 発行日 日付 発行日

9 見積番号 数字 見積番号 「10001」 を起点として 「1」 ずつ増加

10 c_見積総額 計算 （結果は数
字） 見積の総額

11 件名 テキスト 件名

12 期限日 日付 見積期限

13 c_見積小計 計算 （結果は数
字） 小計 フィールド名変更
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フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

14 c_消費税 計算 （結果は数
字） 消費税額 フィールド名変更

15 備考 テキスト 備考

16 見積状況 テキスト 見積の状況

17 見積結果 テキスト 見積の結果

18 消費税率 数字 消費税率 新規追加

表4.1-4 「見積明細」 エンティティ　→　「見積明細」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 見積外部キー テキスト 見積外部キー 「見積情報」 テーブルの主キー

7 商品外部キー テキスト 商品外部キー 「商品情報」 テーブルの主キー

8 商品番号 数字 商品番号 新規追加

9 商品名 テキスト 商品名 新規追加

10 単価 数字 単価 新規追加

11 数量 数字 数量

12 c_金額 計算 （結果は数
字） 金額

13 備考 テキスト 備考
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表4.1-5 「商品」 エンティティ　→　「商品情報」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 商品番号 数字 商品番号 「30001」 を起点として 「1」 ずつ増加

7 商品名 テキスト 商品名

8 単価 数字 単価

表4.1-6 「顧客」 エンティティ　→　「顧客情報」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 自社担当者外部
キー テキスト 自社担当者外部

キー 「自社担当者」 テーブルの主キー

7 顧客番号 数字 顧客番号 「20001」 を起点として 「1」 ずつ増加

8 会社名 テキスト 会社名

9 郵便番号 テキスト 郵便番号

10 住所 テキスト 住所
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表4.1-7 「顧客側担当者」 エンティティ　→　「顧客担当者」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 顧客外部キー テキスト 顧客外部キー 「顧客情報」 テーブルの主キー

7 所属 テキスト 所属

8 氏名 テキスト 氏名

9 肩書 テキスト 肩書

10 電話番号 テキスト 電話番号

11 FAX 番号 テキスト FAX 番号

12 電子メール テキスト 電子メール

表4.1-8 「自社情報」 エンティティ　→　「自社情報」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 自社名 テキスト 自社名

7 郵便番号 テキスト 郵便番号

8 住所 テキスト 住所

9 電話番号 テキスト 電話番号

10 FAX 番号 テキスト FAX 番号

11 電子メール テキスト 電子メール
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表4.1-9 「自社担当者」 エンティティ　→　「自社担当者」 テーブル

フィールド名 フィールドタイプ ER 図での属性名 備考

1 主キー テキスト 主キー テーブル作成時に自動生成

2 作成情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

3 作成者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

4 修正情報タイムス
タンプ タイムスタンプ - テーブル作成時に自動生成

5 修正者 テキスト - テーブル作成時に自動生成

6 社員番号 数字 社員番号

7 所属 テキスト 所属

8 氏名 テキスト 氏名

ここで作成したデータベース定義については、この後で入力値の自動化オプション （4.2） や入力値の制限オプショ
ン （4.3） についてさらに設計を進めていきます。
なお、 フィールド数が多くなるほど作業時間がかかるので、 少しでもスムーズに進むように、 どのフィールドにど
のオプションを設定するかを先に設計しておくことをお勧めします。 設計をせずにいきなりフィールド定義をすると、
間違いや設定漏れが起きるかも知れません。 設計して実行することは、 間違った作業をするリスクを減らすことに
も繋がります。
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4.2 入力値の自動化オプションの設定
[データベースの管理] ダイアログでは、 フィールドを定義する際、 あるいは定義した後にフィールドオプションを
設定することができます。
フィールドオプションのうち入力値の自動化オプションは、 フィールドにあらかじめ決まっている値 （デフォルト値）
を自動設定します。 具体的には、 フィールドに対して次のような設定ができます。

 • レコード作成時 / 修正 （更新） 時に日付や時刻などの管理情報を設定する
 • レコード作成時に初期値を入力する
 • 他のフィールドの値を入力する
 • 他のフィールドの値を使った計算式の結果を入力する
 • 自動入力した値をユーザが変更できないようにする

これらは [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タブから設定します。
以下、 入力値の自動化オプションの具体的な利用方法について確認しましょう。

4.2.1  作成情報／修正情報を自動入力する
レコードが作成または修正 （更新） された時点で、 そのときの日付や時刻などの管理情報をフィールドに自動入
力することができます。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [作成情報] または [修正情報] で、 フィールドに入力する値として表 4.2-1 のものを
選択することができます。

表4.2-1 [入力値の自動化] タブの [作成情報]/[修正情報] 設定値

入力値設定 説明

日付 レコードが作成あるいは修正されたクライアントの OS の日付情報が入力されます。

時刻 レコードが作成あるいは修正されたクライアントの OS の時刻情報が入力されます。

タイムスタンプ （日付と時刻） レコードが作成あるいは修正されたクライアントの OS の日付と時刻情報が入力さ
れます。

名前 レコードを作成あるいは修正したカスタム App の [環境設定] ダイアログで設定さ
れている [ユーザ名] が入力されます。

アカウント名 レコードを作成あるいは修正したカスタム App にサインインしているアカウント名
（FileMaker のアカウント名） が入力されます。
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図4.2-1 フィールドオプション [入力値の自動化] の [作成情報] / [修正情報]

選択肢のうち、 [名前] は [環境設定] ダイアログで設定されている [ユーザ名] のことで （図 4.2-2）、 [アカウン
ト名] はカスタム App にサインイン （13.2） するときのアカウント名のことです。
ハウスキーピングフィールドの 「作成者」 と 「修正者」 には、 入力値の自動化オプションで 「アカウント名」 が
設定されるようになっています。 したがって、 複数人で利用するカスタム App において 「作成者」 と 「修正者」
情報を正しく設定するには、 カスタム App のユーザそれぞれにアカウントを配布し、 カスタム App に必ずサイン
インをしてから利用するように設定する必要があります

図4.2-2 [環境設定] ダイアログの [ユーザ名] （macOS）
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なお、 ハウスキーピングフィールドの 「作成情報タイムスタンプ」 と 「修正情報タイムスタンプ」 には 「タイムス
タンプ （日付と時刻）」 が設定されています。

4.2.2  シリアル番号を自動入力する
レコードの作成または確定時に、 連番を生成して自動入力することができます。 これは、 主キーに数字を使う場
合などに便利なオプションです。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [シリアル番号] をチェック （オンに） し、 フィールド値を設定するタイミング （[作
成時] / [確定時]） と、 開始番号 （[次の値:]） および増分 （[増分:]） を設定します。

図4.2-3 フィールドオプション [入力値の自動化] の [シリアル番号]

[作成時] と [確定時]
フィールド値を設定するタイミングとして [作成時] を選択すると、 レコードの作成と同時に値が入力されます。
一方、 [確定時] を選択すると、 レコード作成後、 最初にレコードが確定されるまで入力されません。 レコードは
さまざまなタイミングで確定されるので、 ユーザの入力方法によって値が入力される時点が異なることがあります。

[次の値:] と [増分]
[次の値:] には開始番号を、 [増分] には連番を増加させる数を入力します。 例えば [次の値:] に 「2」、 [増分] 
に 「5」 を設定すると、 初期値は 「2」 で次は 「7」、 以降は 「12」、 「17」 と続きます。
[次の値:] に接頭語を付けた値を設定することもできます。 例えば [次の値:] に 「A1」、 [増分] に 「1」 を設定
すると、 初期値は 「A1」 で、 「A2」、 「A3」、 …と続きます。 ただし、 数字タイプフィールドに設定すると、 フィー
ルドに接頭語付きの値は入力されますが、 テキスト特有の検索 （例えば、 テキスト 「A」 だけを指定した部分一致
検索） はできません。
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4.2.3  直前に参照したレコードの値を入力する
直前に参照していた （アクティブだった） レコードの、 同じフィールドの値を設定することができます。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [直前に参照したレコード値] をチェック （オンに） します。 このオプションが設定され
ているテーブルで、 最後にアクセスしたレコードの値が設定されます。

4.2.4  指定したデータを入力する
フィールドに最大 255 文字の指定したデータを初期値として設定することができます。
これは、 任意の初期値を設定したい場合に便利です。 例えば、 「見積情報」 テーブルの 「見積状況」 フィール
ドが 「作成」 「お客様検討中」 「結果確定済」 のいずれかの値を取るとき、 レコード作成時に当該フィールドに 「作
成」 を設定する場合などです。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [データ:] をチェック （オンに） し、 右のテキストボックスに入力したいテキストを設定
します。

4.2.5  計算結果を入力する
フィールドに計算式の結果を自動で入力することができます。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [計算値] をチェック （オンに） するか、 あるいは [指定...] ボタンをクリックして、 [計
算式の指定] ダイアログを開きます。 計算式パネルに入力したい値を計算する計算式を入力します。
計算結果のタイプは、 設定したフィールドのタイプになります。 （図 4.2-4）
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図4.2-4 フィールドオプション [入力値の自動化] の [計算値:] と [計算式の指定] ダイアログ

設定されている計算式は、 次のタイミングで評価されます。

 • レコード作成時
 • 計算式で参照しているフィールドのデータが変更されたとき

この機能を使って、 いったん編集された初期値を元に戻すことができます。 例えば、 [データ:] 欄 （4.2.4） で初
期値を指定したときは新規レコード作成時にしか設定されないので、 初期値をユーザが変更したり消去したりする
と元には戻せません。 しかし、 [計算値:] 欄で次のような計算式を設定しておくと、 新規レコード作成時だけでなく、
フィールドが空欄で確定されたときにもフィールドに初期値 「未入力」 が入力されるようになります。

If ( IsEmpty ( Self ) ; "未入力" ; Self )

上記計算式で使用している IsEmpty 関数および Self 関数については、 9.4.9 節を参照してください。

計算フィールドとの違い
計算タイプのフィールドは、 ユーザがその値を直接変更することはできません。 一方、 入力値の自動化オプショ
ンで計算式を設定した場合は、 レイアウト上で直接編集することやインポートによって変更することが可能です。
なお、 ユーザがフィールド値を変更できるようにするためには、 入力値の自動化オプションの [データ入力時の値
変更の禁止] をオフにしておく必要があります。

[フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] オプション
このオプションは、 次のように働きます。

 • オンの場合： フィールドに既に値が存在する場合、 データは置き換えられない
 • オフの場合： 計算式が評価されるたびにデータは置き換えられる
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このオプションと [計算式の指定] ダイアログの [すべての参照フィールドが空の場合は評価しない] オプションが
オン （チェックされている） かどうかで、 フィールドに設定される値が異なってきます。
例えば、 3 つのテキストタイプのフィールド 「フィールド 1」 「フィールド 2」 「フィールド 3」 があって、 「フィール
ド3」 に入力値の自動化オプションで次の計算式が設定されているとします。 なお、入力値の制限オプション （4.3）
の [データの入力時にユーザによる書き込みを許可する] オプションはオンになっているものとします。

「フィールド 3」 の計算式：　"Claris " & フィールド1 & " " & フィールド2

表 4.2-2 および 表 4.2-3 は、 「フィールド 1」 「フィールド 2」 および 「フィールド 3」 へそれぞれ値を入力
したとき、 2 つのオプションのオン / オフによって 「フィールド 3」 の値がどのように変わるかをまとめたものです。
表 4.2-2 の場合は、「フィールド 3」 に最初に設定された値 （[すべての参照フィールドが空の場合は評価しない] 
オプションによって異なる） が、 直接書き換えられる （ステップ 6） まで保持されることを示しています。
一方、 表 4.2-3 の場合は、 「フィールド 3」 は [計算式の指定] ダイアログでの設定に応じて書き換えられてい
くことを示しています｡

表4.2-2 [入力値の自動化] / [計算値] のオプションの設定値と入力される値 (1)

[フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] ： オン

[空の場合は 
評価しない]

オン

[空の場合は 
評価しない]

オフ

操作 フィールド 1 フィールド 2 フィールド 3 フィールド 3

1) 新規レコード作成 - - - Claris

2) 「フィールド 1」 に入力 FileMaker - Claris FileMaker Claris

3) 「フィールド 2」 に入力 FileMaker Pro Claris FileMaker Claris

4) 「フィールド 1」 の値を消去 - Pro Claris FileMaker Claris

5) 「フィールド 2」 の値を消去 - - Claris FileMaker Claris

6) 「フィールド 3」 に入力 - - Bento Bento

7) 「フィールド 2」 に入力 - Connect Bento Bento

8) 「フィールド 2」 の値を消去 - - Bento Bento
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表4.2-3 [入力値の自動化] / [計算値] のオプション設定値と入力される値 (2)

[フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] ： オフ

[空の場合は 
評価しない]

オン

[空の場合は 
評価しない]

オフ

操作 フィールド 1 フィールド 2 フィールド 3 フィールド 3

1) 新規レコード作成 - - - Claris 

2) 「フィールド 1」 に入力 FileMaker - Claris FileMaker Claris FileMaker

3) 「フィールド 2」 に入力 FileMaker Pro Claris FileMaker Pro Claris FileMaker Pro

4) 「フィールド 1」 の値を消去 - Pro Claris Pro Claris Pro

5) 「フィールド 2」 の値を消去 - - - Claris 

6) 「フィールド 3」 に入力 - - Bento Bento

7) 「フィールド 2」 に入力 - Connect Claris Connect Claris Connect

8) 「フィールド 2」 の値を消去 - - - Claris 

4.2.6  他のフィールドの値をコピーして入力する
関連レコードのフィールドからデータをコピーして入力することができます。
関連レコードを参照するのではなく、コピーしたデータがフィールドに入力されます。従って、コピー元の関連レコー
ドのフィールドデータが変更されてもコピーしたデータは変更されません。 また、入力したデータを変更してもコピー
元の関連レコードのフィールドデータには反映されません。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [ルックアップ値] をチェック （オンに） するか、あるいは [指定...] をクリックして、[ルッ

クアップ] ダイアログを開いて設定します。
[ルックアップ] ダイアログでは次の項目を設定します。

 • [開始するテーブル:]  参照元の テーブルオカレンス （TO）
 • [関連テーブルからルックアップする:] 参照先の テーブルオカレンス （TO）
 • [値のコピー元のフィールド:] コピーする参照先 （関連レコード） のフィールド
 • [完全に一致する値がない場合] 照合フィールドの完全に一致するレコードが参照先 
  （関連テーブル） に無い場合に代替レコードを指定
 • [内容が空欄の場合コピーしない] コピーする参照先のフィールドが空欄の場合 
  空欄をコピーするかどうかを指定



第4章　データベース定義
　入力値の自動化オプションの設定　

44

ルックアップを設定するにはまず、リレーションシップ （関連） が必要です。 例えば、図 4.2-5 上のリレーションシッ
プがあった場合に同図下のように 「商品名 | ルックアップ」 フィールドにルックアップを定義すると、 次のようにデー
タがコピーされます。

（1） 「見積明細 | ルックアップ例 | 参照元」 テーブル （[開始するテーブル:]） の照合フィールド 「ID」 の値が新
しく入力される、 または変更される

（2） 「商品情報 | ルックアップ例 | 参照先」 テーブル （[関連テーブルからルックアップする:]） の 「商品名」 フィー
ルド （[値のコピー元のフィールド]） のデータが、 「見積明細 | ルックアップ例 | 参照元」 テーブルの 「商品
名 | ルックアップ」 フィールドにコピーされる

図4.2-5 フィールドオプション [入力の自動化] の [ルックアップ値] の設定

なお、 照合フィールドが一致する関連レコードが複数ある場合には、 次のように処理されます。

 • リレーションシップにソート順が指定されていない場合は、 最初に作成された関連レコードの値をコピー
 • リレーションシップにソート順が指定されている場合は、 ソート順で最初の関連レコードの値をコピー
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ルックアップ値の更新
関連レコードのフィールド値が更新されてもルックアップによってコピーされたフィールドの値はそのままでは更新
されませんが、 必要な場合には更新することもできます。
ルックアップ値を更新するには、 [レコード] メニューから [フィールド内容の再ルックアップ] を選択します。 このと
き、 現在の対象レコード内のすべてのルックアップ値が更新されるので、 ルックアップ値を更新する際は、 更新した
くないレコードが対象レコードに入っていないか、 十分に気をつける必要があります。

コピーか参照か
関連レコードのデータを参照するのではなく、 [ルックアップ値] のようにデータをコピーしてフィールドに入力した
い状況はよくあります。
例えば、 「見積作成管理システム」 の 「見積明細」 テーブルは 「商品情報」 テーブルとリレーションシップを持
つので、「商品情報」 テーブルから 「商品名」 や 「単価」 といったデータを参照することができます。 リレーションシッ
プを利用して値を参照することは、 「One Fact in One Place」 の原則 （3.3.1） に沿ったデータ構造を前提とし
ており、 更新漏れなどや誤操作による値の不整合などを起こりにくくすることが期待できます。
しかし、 商品を扱っていると次のような場合があります。

 • 商品自体は変わらないが商品名が変わる
 • 商品自体は変わらないが単価が変わる

商品名や単価が変わっても、 それ以降の見積書で問題になることはほぼありません。 しかし、 それが波及して
過去の見積書のデータまで変更になると困ります。
このような場合を考えて、4.1.3 節では 「見積明細」 エンティティ（テーブル） にも 「商品名」 および 「単価」 フィー
ルドを持つことにしました。 これらのフィールドには、 入力の自動化オプションで [ルックアップ値] を設定してその
時点のデータをコピーして保存することができます。
「レコードを作成した当時のデータを残しておきたいかどうか」 は、 要件定義 （2.2.1） 時に確認すべき重要なポ
イントです。 ユーザからは見積情報作成時や見積書印刷時に正しい情報が表示されていれば良いといった意見が出
るかもしれませんが、 カスタム App のデータベースに保存するデータは、 それ以降の集計処理などでも使われる
可能性も考慮する必要があります。 四半期や年次ごとの定期的な集計処理の間に単価が変わってしまったら、 正
しい集計結果は得られません。 慎重に検討してください。

4.2.7  自動入力したデータをユーザが変更できなくする
入力値の自動化オプションで設定した値をユーザが変更できなくすることができます。

設定方法 ：
[入力値の自動化] タブの [データ入力時の値変更の禁止] オプションをチェック （オンに） します。
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4.2.8  「見積作成管理システム」 の入力値の自動化の設定
4.2.1 ～ 4.2.7 節で確認した入力値の自動化オプションの機能を使って、「見積作成管理システム」 のデータベー
ス定義 （4.1.3） に対して入力値の自動化を設定します。
表 4.2-4 ～ 4.2-7 は、各テーブルに対する入力値の自動化の設計をまとめたものです。ハウスキーピングフィー
ルド （4.1.2） の入力値の自動化オプションは、 自動的に設定されているものです。 なお、 「顧客担当者」 「自社情
報」 「自社担当者」 の各テーブルには、 入力値の自動化を適用するフィールドがなかったので表を省略しています。

表4.2-4 「見積情報」 テーブルの入力値の自動化の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 備考

1
主キー テキスト 計算値自動入力 （Get (UUID)）

既存値を置き換え
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

2 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

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 作成アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

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 （日付と時刻）
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 修正アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

6 顧客外部キー テキスト

7 自社外部キー テキスト

8 発行日 日付 作成日

9 見積番号 数字 シリアル番号
値変更不可

「10001」 を起点として
「1」 ずつ増加

10 c_見積総額 計算 （結果は数字）

11 件名 テキスト

12 期限日 日付 「発行日」 ＋ 1 ヶ月
既存値を置き換え

13 c_見積小計 計算 （結果は数字）

14 c_消費税 計算 （結果は数字）

15 備考 テキスト

16 見積状況 テキスト 「作成」

17 見積結果 テキスト 「注文なし」

18 消費税率 数字 「発行日」 時点の消費税率
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表4.2-5 「見積明細」 テーブルの入力値の自動化の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 備考

1
主キー テキスト 計算値自動入力 （Get (UUID)）

既存値を置き換え
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

2 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

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 作成アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

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 （日付と時刻）
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 修正アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

6 見積外部キー テキスト

7 商品外部キー テキスト

8 商品番号 数字 「商品情報」 テーブルからコピー

9 商品名 テキスト 「商品情報」 テーブルからコピー

10 単価 数字 「商品情報」 テーブルからコピー

11 数量 数字 「0」

12 c_金額 計算 （結果は数字）

13 備考 テキスト
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表4.2-6 「商品情報」 テーブルの入力値の自動化の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 備考

1
主キー テキスト 計算値自動入力 （Get (UUID)）

既存値を置き換え
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

2 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） テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

値変更不可

3 作成者 テキスト 作成アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

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 （日付と時刻）
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 修正アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

6 商品番号 数字 シリアル番号 「30001」 を起点として
「1」 ずつ増加

7 商品名 テキスト

8 単価 数字

表4.2-7 「顧客情報」 テーブルの入力値の自動化の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 備考

1
主キー テキスト 計算値自動入力 （Get (UUID)）

既存値を置き換え
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

2 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

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 作成アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

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 （日付と時刻）
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 修正アカウント名
値変更不可

テーブル作成時に自動生
成 ・ 自動設定

6 自社担当者外部
キー

テキスト

7 顧客番号 数字 シリアル番号 「20001」 を起点として
「1」 ずつ増加

8 会社名 テキスト

9 郵便番号 テキスト

10 住所 テキスト
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演習 4-1  フィールドオプション ： 入力値の自動化の設定

フォルダ：演習4_1から2 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カスタム App 「見積情報管理システム」 のデータベースに対して、 4.2.8 節で設計した入力値
の自動化オプションの一部を設定します。
ここでは、 「見積情報」 テーブルのフィールドに次のオプション （表 4.2-4 の設計内容） を設定します。

A 初期値の設定
a） 「発行日」 フィールドにレコードを作成した日付
b） 「見積番号」 フィールドに 「10001」 を起点としたシリアル番号 （変更不可）
c） 「見積状況」 フィールドにテキスト 「作成」
d） 「見積結果」 フィールドにテキスト 「注文なし」

B 計算値の自動入力
a） 「期限日」 フィールドにレコードを作成した日から 1 ヶ月先の日付
b） 「消費税率」 フィールドにレコードを作成した時点の消費税率

1  演習ファイルの [データベースの管理] ダイアログで 「見積情報」 テーブルのフィールドを表示します。

a. 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。
b. [フィールド] タブを開いてポップアップメニューで 「見積情報」 テーブルを選択します。

2  「発行日」 フィールドにレコードを作成した日付を初期値として設定します。 （4.2.1）
a. 「発行日」 フィールドを選択して、 [オプション...] ボタンをクリックします。
b. [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タブを選択します。
c. [作成情報] をチェックし、 [日付] を設定します。
d. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

3  「見積番号」 フィールドにシリアル番号の自動入力を設定します。 （4.2.2、 4.2.7）
a. 「見積番号」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タ
ブを開きます。

b. [シリアル番号] をチェックし、 次の設定をします。
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 • [作成:] ： [作成時] 
 • [次の値:] 「10001」
 • [増分:] 「1」

c. [データ入力時の値変更の禁止] をチェックします。
d. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

4  「見積状況」 フィールドにテキスト 「作成」 を設定します。 （4.2.4）
a. 「見積状況」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タ
ブを開きます。

b. [データ:] をチェックし、 右の欄に 「作成」 と入力します。
c. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

5  「見積結果」 フィールドにテキスト 「注文なし」 を設定します。 （4.2.4）
a. 「見積結果」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タ
ブを開きます。

b. [データ:] をチェックし、 右の欄に 「注文なし」 と入力します。
c. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

6  「期限日」 フィールドにレコードを作成した日から 1 ヶ月先の日付を設定します。 （4.2.5）
a. 「期限日」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タブ
を開きます。

b. [計算値] をチェックし、 [計算式の指定] ダイアログを開きます。
c. [計算式の指定] ダイアログの計算式パネルに図 4.2-6 の計算式を入力します。
この計算式は、 引数 （この場合は 「発行日」） で与えられた日付から 1 ヶ月後の日付を求める
ことができます。

図4.2-6 「期限日」 フィールドに計算値自動入力を設定

d. [OK] ボタンをクリックして [計算式の指定] ダイアログを閉じます。
e. [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] のチェックを外します （オフにします）。
f. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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7  「消費税率」 フィールドにレコードを作成した時点の消費税率を設定します。 （4.2.5）
a. 「消費税率」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の自動化] タ
ブを開きます。

b. [計算値] をチェックし、 [計算式の指定] ダイアログを開きます。
c. [計算式の指定] ダイアログの計算式パネルに次の計算式を入力します。
この計算式は、 「発行日」 フィールド （レコードを作成した日） が 2019/9/30 以前であれば
「0.08」 （8%）、 2019/10/1 以降であれば 「0.1」 （10%） を返します。

Case ( 発行日 < Date ( 10 ; 1 ; 2019 ) ; 0.08 ; 0.1 )

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] のチェックを外します （オフにします）。
e. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

8  設定漏れがないかを確認し、 設定を終了します。
a. 4.2.8 節で設計した内容 （表 4.2-4） と照合して設定漏れや間違いがないかを確認します。

図4.2-7 「見積情報」 テーブルの入力値の自動化設定後

b. [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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演習 4-2  フィールドオプション ： 入力値の自動化の設定の確認

フォルダ：演習4_1から2 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 入力値の自動化オプションの動作を確認します。
ここでは、 演習 4-1 で設定した 「見積情報」 テーブルの各フィールドに対する入力値の自動化オプションの振る
舞いを確認します。 具体的な設定内容は、 演習 4-1 の説明を参照してください。

1  演習 4-1 終了後の演習ファイルまたは演習フォルダ内の 「4_見積作成管理_完了時.fmp12」 を開きます。

2  「見積情報」 レイアウトにすべてのフィールドを配置します。
a. 「見積情報」 レイアウトを開いて、 レイアウトモードに切り替えます。
b. ハウスキーピングフィールド （「主キー」 「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 5 フィールド） をレイアウトの空いている場所に配置します。

c. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

3  新規レコードを 1 件作成して、 入力値の自動化オプションを設定している各フィールドの値を確認します。
a. 「見積情報」 レイアウトで新規レコードを 1 件作成します。 （図 4.2-8）
b. 入力値の自動化オプションを設定している各フィールドに次の値が入力されていることを確認します。

フィールド名 入力値の自動化 入力値

1
主キー 計算値自動入力 （Get (UUID)）

既存値を置き換え
値変更不可

UUID

2 作成情報タイムスタンプ 作成タイムスタンプ （日付と時刻）
値変更不可

新規レコードを作成した日時

3 作成者 作成アカウント名
値変更不可

Admin

4 修正情報タイムスタンプ 修正タイムスタンプ （日付と時刻）
値変更不可

新規レコードを作成した日時

5 修正者 修正アカウント名
値変更不可

Admin

8 発行日 作成日 本日 （新規レコードを作成した日） の日付

9 見積番号 シリアル番号
値変更不可

「10001」

12 期限日 「発行日」 ＋ 1 ヶ月
既存値を置き換え

「発行日」 から 1 ヶ月後の日付

16 見積状況 「作成」 「作成」

17 見積結果 「注文なし」 「注文なし」

18 消費税率 「発行日」 時点の消費税率 「.1」
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図4.2-8 「見積情報」 テーブルの新規レコード

4  [データ入力時の値変更の禁止] をオンにしているフィールドの値を変更しようとしたときにエラーになる
ことを確認します。
a. 「主キー」 などのハウスキーピングフィールドや 「見積番号」 のフィールドにカーソルを入れて何
かキーを押下します。

b. エラーメッセージ （図 4.2-9） が表示されて、 編集できないことを確認します。

図4.2-9 値変更不可のフィールドを編集しようとしたときのエラーメッセージに

演習終わり
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4.3 入力値の制限オプションの設定
[データベースの管理] ダイアログで設定できるフィールドオプションのうち、 入力値の制限オプションを利用する
と、 フィールドにデータが正しく入力されるように設定することができます。 具体的にはフィールドに対して次のよう
な設定ができます。

 • レコード確定時にフィールドに保存されるデータを制限する
 – フィールドに入力できるデータのタイプを制限する
 – 空欄 （空白のフィールド） を不可とする
 – 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
 – 他のレコードの同じフィールドで既に入力された値に一致させる
 – 指定した値一覧の値に一致させる
 – 入力する文字、 数字、 日付、 または時刻を特定の範囲内に制限する
 – 指定した計算式を満たすものに制限する
 – 指定した文字数を超えないようにする
 – 指定したファイルサイズを超えないようにする （オブジェクトタイプのフィールドの場合）

 • 設定した上記制限をすべての入力に制限する／ユーザの手入力時のみ制限する
 • ユーザの手入力時に、 設定した上記制限に違反した入力ができないようにする
 • 制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示する

これらは [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブから設定します。
以下、 入力値の制限オプションの具体的な利用方法について確認しましょう。

4.3.1  フィールドに保存されるデータを制限する
レコード確定時にフィールドに保存されるデータのタイプなどを制限することができます。
制限できる内容を表 4.3-1 にまとめます。 基本的に 1 つのフィールドに複数の制限を設定できますが、 同時に
設定できない項目もあります。 設定する際には内容が衝突 （矛盾） しないように注意が必要です。

設定方法 ：
[入力値の制限] タブの [必須条件:] の下の各項目をチェック （オンに） し、 制限内容を選択あるいは入力します。
表 4.3-1 の入力値の制限オプションのうち [空欄不可:] と [計算式で制限:] は、 レコード全体が確定されたとき
に実行されます。 それ以外のオプションは、 フィールドから移動したとき （フィールドが確定されたとき） に実行さ
れます。
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表4.3-1 [入力値の制限] タブで設定可能な制限

[必須条件:] 設定方法 選択肢と制限内容

[タイプ:]

[タイプ:] を選択し、 一覧から制限内
容を選択

 • [数字] ：数字のみ
 • [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 （「2023/1/25」 など）
 • [時刻] ：時間と分が 00:00 から 23:59 まで
の数値である時刻 （秒は評価されません）

[空欄不可] 選択 空欄 （空白のフィールド） を不可とする

[ユニークな値] 選択
（[既存値] との同時設定不可）

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] 選択
（[ユニークな値] との同時設定不可）

他のレコードの同じフィールドで既に入力された値
に一致させる

[値一覧名:] [値一覧名:] を選択し、 値一覧を選
択あるいは作成

指定した値一覧の値に一致させる

[下限値:] / [上限値:]
[下限値:] を選択し、 範囲の上限値
と下限値を入力

入力する文字、 数字、 日付、 または時刻を特定
の範囲に制限する。
文字のうち、 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、 漢字は文字コード順

[計算式で制限]

[計算式で制限] を選択し、 [計算式の
指定] ダイアログで以下の式を入力
Self = <match>　（<match>は計
算式）

入力した値が <match> の式を満たすように制
限する
（[計算式の指定] ダイアログの [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
除要）

[最大文字数:] [最大文字数] を選択し、 入力を許可
する最大文字数を入力

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] [最大キロバイト数] を選択し、 キロ
バイト数を入力

（オブジェクトタイプのフィールドの場合） 指定した
ファイルサイズを超えないようにする

4.3.2  入力値の制限をすべての入力に制限する／ユーザの手入力時のみ制限する
FileMaker Pro においてフィールドにデータを入力する手段はいくつかありますが （表 4.3-2）、 入力値の制限
オプションを適用する場合を、 ユーザが手入力する場合のみ、 あるいはすべての場合のいずれかから選択すること
ができます。

設定方法 ：
[入力値の制限] タブの [このフィールドの入力値を制限する:] で、 [常時] あるいは [データの入力時のみ] のい
ずれかをチェック （オンに） します。 入力値の制限が適用される入力手段は、 表 4.3-2 を参照してください。
なお、 このオプションの初期値は [データの入力時のみ] です。
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表4.3-2 [このフィールドの入力値を制限する:] の選択肢と入力値の制限の適用対象

入力 ユーザの手入力 メニューコマンド 
(*1)

スクリプト
(*2) インポート 入力値の自動化選択肢

[常時] 制限 制限 制限 制限 制限

[データの入力時のみ] 制限 - - - -

(*1) [フィールド内容の全置換]、 [フィールド内容の再ルックアップ] など
(*2) [フィールド設定] スクリプトステップなど

4.3.3  ユーザが入力値の制限に違反した入力をできないようにする
入力値の制限オプションが選択されている場合に、制限に違反するデータを入力するとシステムの標準の警告メッ
セージが表示されます。 この警告を無視してユーザが入力できないようにすることができます。

設定方法 ：
[入力値の制限] タブの [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] をチェックを外します （オフにします）。
逆に、 [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] をチェック （オンに） すると、 設定した制限をユーザ
が無視して入力することができます。

4.3.4  制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示する
入力値の制限オプションが選択されている場合に、制限に違反するデータを入力するとシステムの標準の警告メッ
セージが表示されます。 このメッセージをカスタムメッセージに変更することができます。
なお、 [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] （4.3.3） 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異なります。 詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 を参照
してください。

設定方法 ：
[入力値の制限] タブの [制限値以外の入力時にカスタム App メッセージを表示] をチェック （オンに） します。

4.3.5  「見積作成管理システム」 の入力値の制限の設定
4.3.1 ～ 4.3.4 節で確認した入力値の制限オプションの機能を使って、 「見積作成管理システム」 のデータベー
ス （4.1.3） に対して入力値の制限を設定します。
表 4.3-3 ～ 4.3-7 は、 各テーブルに対する入力値の制限の設計をまとめたものです。 ハウスキーピングフィー
ルド （4.1.2） の入力値の制限オプションは、 自動的に設定されているものです。 なお、 「顧客担当者」 「自社情報」
の各テーブルには、 入力値の制限を適用するフィールドがなかったので表を省略しています。
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表4.3-3 「見積情報」 テーブルの入力値の制限の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の制限 備考

1 主キー テキスト 空欄不可
ユニークな値

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

2 作成情報 
タイムスタンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

4 修正情報 
タイムスタンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

6 顧客外部キー テキスト

7 自社外部キー テキスト

8
発行日 日付 空欄不可

西暦 4 桁の日付
上書き許可

9 見積番号 数字 空欄不可
ユニークな値

10 c_見積総額 計算 （結果は数字）

11
件名 テキスト 最大文字数 30

カスタムメッセージ
上書き不可

12
期限日 日付 空欄不可

西暦 4 桁の日付
上書き許可

13 c_見積小計 計算 （結果は数字）

14 c_消費税 計算 （結果は数字）

15 備考 テキスト

16 見積状況 テキスト 空欄不可

17 見積結果 テキスト 空欄不可

18 消費税率 数字 空欄不可
数字
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表4.3-4 「見積情報」 テーブルの入力値の制限の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の制限 備考

1 主キー テキスト 空欄不可
ユニークな値

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

2 作成情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

4 修正情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

6 見積外部キー テキスト

7 商品外部キー テキスト

8 商品番号 数字

9 商品名 テキスト

10 単価 数字

11 数量 数字 数字

12 c_金額 計算 （結果は数字）

13 備考 テキスト

表4.3-5 「商品情報」 テーブルの入力値の制限の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の制限 備考

1 主キー テキスト 空欄不可
ユニークな値

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

2 作成情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

4 修正情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

6 商品番号 数字 空欄不可
ユニークな値

7 商品名 テキスト

8 単価 数字 数字
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表4.3-6 「顧客情報」 テーブルの入力値の制限の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の制限 備考

1 主キー テキスト 空欄不可
ユニークな値

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

2 作成情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

4 修正情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

6 自社担当者外部
キー

テキスト

7 顧客番号 数字 数字

8 会社名 テキスト

9 郵便番号 テキスト

10 住所 テキスト

表4.3-7 「自社担当者」 テーブルの入力値の制限の設定

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の制限 備考

1 主キー テキスト 空欄不可
ユニークな値

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

2 作成情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

3 作成者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

4 修正情報タイムスタ
ンプ

タイムスタンプ 空欄不可
西暦 4 桁の日付

テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

5 修正者 テキスト 空欄不可 テーブル作成時に自動生成 ・ 自動設定

6 社員番号 数字 数字

7 所属 テキスト

8 氏名 テキスト
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演習 4-3  フィールドオプション ： 入力値の制限の設定

フォルダ：演習4_3から5 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カスタム App 「見積情報管理システム」 のデータベースに対して、 4.3.5 節で設計した入力値
の制限オプションの一部を設定します。
ここでは、 「見積情報」 テーブルのフィールドに次のオプション （表 4.3-3 の設計内容） を設定します。
A. [タイプ:]

a） 「発行日」 「期限日」 フィールドに [西暦 4 桁の日付]
b） 「消費税率」 フィールドに [数字]

B. [空欄不可]
a） 「発行日」 「期限日」 「見積番号」 「見積状況」 「見積結果」 「消費税率」 フィールドに設定

C. [ユニークな値]
a） 「見積番号」 フィールドに設定

D. [最大文字数:]
a） 「件名」 フィールドに 「30」 を設定

E. カスタムメッセージ
a） 「件名」 フィールドが制限に違反したら 「件名は 30 文字以内で入力してください。 （印刷範囲を
超えてしまいます）」 というカスタムメッセージを表示

1  演習ファイルの [データベースの管理] ダイアログで 「見積情報」 テーブルのフィールドを表示します。

a. 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。
b. [フィールド] タブを開いてポップアップメニューで 「見積情報」 テーブルを選択します。

2  「発行日」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「発行日」 フィールドを選択して、 [オプション...] ボタンをクリックします。
b. [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブを選択します。
c. [タイプ:] をチェックし、 ポップアップメニューで [西暦 4 桁の日付] を選択します。
d. [空欄不可] をチェックします。
e. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

3  「見積番号」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「見積番号」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブ
を開きます。

b. [空欄不可] と [ユニークな値] をチェックします。
c. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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4  「件名」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「件名」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブを開
きます。

b. [データ入力時にユーザによる上書きを許可する] のチェックをオフにします。
c. [最大文字数:] をチェックし、 横の欄に 「30」 と入力します。
d. [制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示] をチェックし、 下の欄に次のように入力します。

件名は 30 文字以内で入力してください。
（印刷範囲を超えてしまいます）

e. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

図4.3-1 フィールドオプション [入力値の制限] の設定例 （「件名」 フィールド）

5  「期限日」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「期限日」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブを
開きます。

b. [タイプ:] をチェックし、 ポップアップメニューで [西暦 4 桁の日付] を選択します。
c. [空欄不可] をチェックします。
d. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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6  「見積状況」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「見積状況」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブ
を開きます。

b. [空欄不可] をチェックします。
c. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

7  「見積結果」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「見積結果」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブ
を開きます。

b. [空欄不可] をチェックします。
c. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。

8  「消費税率」 フィールドに入力値の制限を設定します。
a. 「消費税率」 フィールドを選択して、 [フィールドのオプション] ダイアログの [入力値の制限] タブ
を開きます。

b. [タイプ:] をチェックし、 ポップアップメニューで [数字] を選択します。
c. [空欄不可] をチェックします。
d. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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9  設定漏れがないかを確認し、 設定を終了します。
a. 4.3.5 で設計した内容 （表 4.3-3） と照合して設定漏れや間違いがないかを確認します。 （図 
4.3-2）

図4.3-2 「見積情報」 テーブルの入力値の制限設定後

演習終わり

演習 4-4  フィールドオプション ： 入力値の制限の設定の確認 （空欄不可）

フォルダ：演習4_3から5 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 入力値の制限オプションのうち、 [空欄不可] の動作を確認します。
ここでは演習 4-3 で設定した 「見積情報」 テーブルの 「発行日」 フィールドについて確認します。
「発行日」 フィールドは、 「期限日」 と 「消費税率」 フィールドの入力値の自動化オプション （計算値自動入力）
に使用されています （演習 4-1）。 このため、 「発行日」 フィールドを空欄にするとこれらのフィールドにも影響が
波及します。 どのように影響するか、 また、 入力値の自動化オプションを変更するとそれがどのように変わるかを
確認します。

1  演習 4-3 終了後の演習ファイルまたは演習フォルダ内の 「4_見積作成管理_完了時.fmp12」 を開き
ます。
a. 既存のレコードの入力値の自動化オプションを設定している各フィールドに値が設定されていなけ
れば、 新規レコードを 1 件作成してください。
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2  「発行日」 フィールドの値を削除して警告メッセージが
表示されることを確認します。
a. 「発行日」 フィールドの値を削除します。
b. レコードを確定しようとすると図 4.3-3 の警告
メッセージが表示されることを確認します。

c. 「はい」 をクリックし、 「発行日」 フィールドが
空欄になることを確認します。

図4.3-3 空欄不可の警告メッセージ

3  続いて、 「期限日」 フィールドに対しても同じ警告メッセージが表示されることを確認します。
a. 「発行日」 フィールドに対する警告メッセージで 「はい」 をクリックした直後に、 「期限日」 フィー
ルドに対して同じ 「空欄不可」 の警告メッセージが表示されることを確認します。

b. 「見積情報」 レイアウト上で 「期限日」 フィールドが空欄になっていることを確認します。
これは、 「期限日」 フィールドの計算値自動入力の式に 「発行日」 フィールドが使用されており、
かつ、 [計算式の指定] ダイアログで [すべての参照フィールドが空の場合は評価しない] をオン
に設定しているためです。 （図 4.3-4）
「発行日」 フィールドが空になったので計算式が評価されず、 「期限日」 フィールドも空になり、
その結果、 空欄不可の警告メッセージが表示されました。

c. 警告メッセージで 「はい」 をクリックします。

図4.3-4 「期限日」 フィールドの計算値自動入力の設定
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4  続いて、 「消費税率」 フィールドに対しても同じ警告メッセージが表示されることを確認します。
a. 「期限日」 フィールドに対する警告メッセージで 「はい」 をクリックした直後に、「消費税率」 フィー
ルドに対して同じ 「空欄不可」 の警告メッセージが表示されることを確認します。

b. 「見積情報」 レイアウト上で 「消費税率」 フィールドも空欄になっていることを確認します。
これも上記 「期限日」 フィールドの場合と同じ理由です。

c. 警告メッセージで 「はい」 をクリックします。

5  「期限日」 フィールドの設定を変更して動作を確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開きます。
b. 「期限日」 フィールドの入力値の自動化オプションから [計算式の指定] ダイアログを開き、 [すべ
ての参照フィールドが空の場合は評価しない] をオフにします。

c. [OK] を何度かクリックして設定を確定します。
d. 「見積情報」 レイアウトの 「発行日」 フィールドにカーソルを入れて、 [挿入] メニューから [現在
の日付] を選択してレコードを確定します。

e. 再度 「期限日」 と 「消費税率」 フィールドに値が自動入力されたことを確認します。
f. 「発行日」 フィールドを空欄にしてレコード確定し、 「空欄不可」 の警告メッセージで 「はい」 を
クリックします。

g. 続いて 「消費税率」 フィールドに対しても 「空欄不可」 の警告メッセージが表示されることを確
認し、 「はい」 をクリックします。
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h. 最終的に 「期限日」 フィールドに対して 「空欄不可」 の警告メッセージが表示されなかったこと
と、 「期限日」 フィールドに 「？」 が入力されていることを確認します。 （図 4.3-5）

図4.3-5 「期限日」 フィールドの入力値の自動化の設定変更後

演習終わり

演習 4-5  フィールドオプション ： 入力値の制限の設定の確認 （タイプ、 最大文字数）

フォルダ：演習4_3から5 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 入力値の制限オプションのうち、 [タイプ:] と [最大文字数] の動作を確認します。
ここでは演習 4-3 で設定した 「見積情報」 テーブルの 「発行日」 フィールドと 「件名」 フィールドについて確
認します。
「発行日」 フィールドは、入力値の制限オプションで [西暦 4 桁の日付] が設定されています。 また、「件名」 フィー
ルドには [最大文字数] として 「30」 の制限が設定されており、 制限を超えるとカスタムメッセージが表示される
ように設定されています。 （演習 4-3）
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1  演習 4-4 終了後の演習ファイルを開きます。

2  「発行日」 フィールドに [西暦 4 桁の日付] 以外の日付データを入力して警告メッセージが表示されるこ
とを確認します。
a. 「発行日」 フィールドに半角で 「22/12/25」 と
入力します。

b. レコードを確定しようとすると図 4.3-6 の警告
メッセージが表示されることを確認します。

c. 「フィールド復帰」 をクリックします。
d. 続いて 「空欄不可」 の警告メッセージが表示さ
れるので、 「はい」 をクリックします。

e. 続いて 「消費税率」 フィールドの 「空欄不可」
の警告メッセージが表示されるので、 「はい」 を
クリックします。

図4.3-6 [西暦 4 桁の日付] の制限の警告メッセージ

3  再度 「発行日」 フィールドに [西暦 4 桁の日付] 以外のデータを入力して警告メッセージが表示される
ことを確認します。
a. 「発行日」 フィールドに任意のテキスト （「あああ」 など） を入力します。
b. レコードを確定しようとすると図 4.3-6 の警告メッセージが表示されることを確認します。
c. 「OK」 をクリックし、 カーソルがフィールドに入ったままになることを確認します。
d. 本日の日付などを西暦が 4 桁の日付を入力し、 レコードを確定します。
e. 「期限日」 「消費税率」 フィールドにも値が入力されたことを確認します。

4  「件名」 フィールドに制限の文字数以上のテキストを入力してカスタムメッセージが表示されることを確認
します。
a. 「件名」 フィールドに 31 文字以上のテキストを入力します。
b. レコードを確定しようとすると、 演習 4-3 で設定 （図 4.3-1） したカスタムメッセージが表示さ
れることを確認します。 （図 4.3-7）

図4.3-7 [最大文字数] 超過時の警告メッセージ （「件名」 フィールド）

演習終わり
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4.3.6  「見積作成管理システム」 の 「発行日」 と 「期限日」
演習ファイル 「見積作成管理システム」 のフィールドオプションでは、 「見積情報」 テーブルの 「発行日」 と 「期
限日」 フィールドについて次のような設計をしました。 （4.2.8、 4.3.5）

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 入力値の制限

8
発行日 日付 作成日 空欄不可

西暦 4 桁の日付
上書き許可

12

期限日 日付 「発行日」 ＋ 1 ヶ月
既存値を置き換え
すべての参照フィールド
が空の場合は評価しな
い

空欄不可
西暦 4 桁の日付
上書き許可

これを実装した結果、 演習 4-4 では、 「発行日」 フィールドのデータを削除して空欄にすると、 入力値の自動
化オプションで 「発行日」 を参照する計算式を設定していた 「期限日」 フィールドも空欄になる、 もしくは 「？」
が入力されるという現象を確認しました。 すなわち、 次のような現象です。

「期限日」 フィールド

すべての参照フィールド=空のとき
計算式を評価する (*)

すべての参照フィールド=空のとき
計算式を評価しない (*)

「発行日」 フィールド
日付入力あり 1 ヶ月後を正しく計算 1 ヶ月後を正しく計算

空欄 空欄 「？」 （エラーになる）

(*)[計算式の指定] ダイアログのオプション [すべての参照フィールドが空の場合は評価しない] の設定

このような現象が実務で起こらないようにするための設定を考えてみましょう。
「期限日」 フィールドに 「？」 が表示されるのは、 「発行日」 フィールドが空欄になったためです。 そもそも実務
において、 「発行日」 フィールドと 「期限日」 フィールドが空欄の見積書があると困ります。
そこで、 両フィールド共に 「空欄にできないようにする」 ことを検討します。
フィールドが空欄で確定されるのは、入力値の制限オプションで [データ入力時にユーザによる上書きを許可する] 
オプション （4.3.3） をオン （「上書き許可」） にしているためです。 これをオフ （「上書き不可」） にします。

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 入力値の制限

8
発行日 日付 作成日 空欄不可

西暦 4 桁の日付
上書き不可

12
期限日 日付 「発行日」 ＋ 1 ヶ月

既存値を置き換え
すべての参照フィールド
が空の場合は評価しない

空欄不可
西暦 4 桁の日付
上書き不可
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ただし、 ここで注意すべきことがあります。 [データ入力時にユーザによる上書きを許可する] オプションをオフに
すると、エラーメッセージダイアログに [フィールド復帰] ボタンが表示されません （演習 4-6 参照）。 このため、うっ
かりフィールドデータを削除してしまったときなどに元のデータに戻すことができなくなります。
もし、 「期限日」 フィールドの値が常に 「発行日」 フィールドの値から計算した値と決まっているのであれば、 入
力値の制限オプションではなく、 レイアウト （ブラウズモード） で 「期限日」 フィールドを入力不可にする方が良い
かも知れません。 しかし、 「期限日」 が 「発行日の 1 ヶ月後」 とは限らないかもしれないので、 これで決定する
こともできません。
カスタム App での制限を厳しくしないという考え方もあります。 見積書の 「発行日」 や 「期限日」 は業務上
重要なものなので、 それが空欄であればユーザが気づきやすいものです。 入力用のレイアウトで示唆したり印刷用
スクリプトで空欄であることをメッセージ表示したりして、 空欄にならないように注意喚起することもできます。
最終的にどの程度の入力支援をカスタム App でできるようにするかは、 カスタム App の使われ方 （要件定義）
に大きく依存します。 さまざまな場合について確認しておくことが必要です。
本書の 「見積作成管理システム」 は以降、 次の設定で進めることにします。

フィールド名 フィールドタイプ 入力値の自動化 入力値の制限

8
発行日 日付 作成日 空欄不可

西暦 4 桁の日付
上書き不可

12
期限日 日付 「発行日」 ＋ 1 ヶ月

既存値を置き換え
すべての参照フィールド
が空の場合は評価しない

西暦 4 桁の日付
上書き可

上記の設定では、 次のようになります。

 • 「発行日」 フィールドは空欄不可で、 西暦 4 桁の日付が正しく入力されるまでレコードは確定され
ない
 • 「期限日」 フィールドは入力値の自動化オプションでは空欄になることはないが、 ユーザによって空
欄にすることができる
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演習 4-6  「発行日」 と 「期限日」 フィールドのフィールドオプション確認

フォルダ：演習4_6 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 入力値の制限オプションのうち、 [データの入力時にユーザによる上書きを許可] による動作を確
認します。
ここでは、 演習 4-3 で設定した 「見積情報」 テーブルの 「発行日」 フィールドと 「期限日」 フィールドについ
て確認します。
まず、 「発行日」 フィールドと 「期限日」 フィールドのどちらも [データの入力時にユーザによる上書きを許可] 
をオフにして動作を確認します。 さらに、 「発行日」 フィールドのみ設定をオンに戻して動作を確認します。

1  「見積情報」 テーブルの 「発行日」 と 「期限日」 フィールドのオプションを変更します。

a. 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。
b. [フィールド] タブを開いてポップアップメニューで 「見積情報」 テーブルを選択します。
c. 「発行日」 フィールドを選択して [フィールド 「発行日」 のオプション] ダイアログを開き、 [入力
値の制限] タブの [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] のチェックをオフにします。

d. [OK] ボタンをクリックして [フィールド 「発行日」 のオプション] ダイアログを閉じます。
e. 「期限日」 フィールドを選択して [フィールド 「期限日」 のオプション] ダイアログを開き、 [入力
値の制限] タブの [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] のチェックをオフにします。

f. [入力値の自動化] タブの [計算値] から [計算式の指定] ダイアログを開き、 [すべてのサンショ
ウフィールドが空の場合は評価しない] のチェックをオンにします。

g. [OK] ボタンをクリックして [フィールド 「期限日」 のオプション] ダイアログを閉じます。

2  「発行日」 フィールドの動作を確認します。
a. 「見積情報」 レイアウトの 「発行日」 フィー
ルドを空にしてレコードを確定しようとすると、
図 4.3-8 の警告メッセージが表示されるこ
とを確認します。
このメッセージダイアログは、 演習 4-4 の
図 4.3-3 と異なり、 [OK] ボタンしか表示さ
れていないことに注意してください。

b. [OK] をクリックすると、カーソルが 「発行日」
フィールドに入ったままになることを確認しま
す。 空欄にすることはできません。

c. 本日の日付など、 西暦 4 桁の日付を入力し
ます。

図4.3-8 「発行日」 フィールドの空欄不可の警告メッセージ 
（上書き不可の場合）
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3  「期限日」 フィールドの動作を確認します。
a. 「見積情報」 レイアウトの 「期限日」 フィー
ルドを空にしてレコードを確定しようとすると、
図 4.3-9 の警告メッセージが表示されるこ
とを確認します。
このメッセージダイアログも、 [OK] ボタンし
か表示されていないことに注意してください。

b. [OK] をクリックすると、カーソルが 「期限日」
フィールドに入ったままになることを確認しま
す。 空欄にすることはできません。

c. 西暦 4 桁の日付を入力します。

図4.3-9 「期限日」 フィールドの空欄不可の警告メッセージ 
（上書き不可の場合）

4  「期限日」 フィールドのオプションを変更します。
a. 「期限日」 フィールドを選択して [フィールド 「期限日」 のオプション] ダイアログを開き、 [入力
値の制限] タブの [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] のチェックをオンにします。

b. [OK] ボタンをクリックして [フィールド 「期限日」 のオプション] ダイアログを閉じます。

5  「期限日」 フィールドの動作を確認します。
a. 「期限日」 フィールドを空にしてレコードを確定しようとすると、 演習 4-4 の図 4.3-3 と同様の 
3 つのボタン （はい / いいえ / レコード復帰） がある警告メッセージダイアログが表示されるこ
とを確認します。

b. [レコード復帰] ボタンをクリックして、 「期限日」 フィールドに元のデータが復元されることを確
認します。 うっかりフィールド値を削除してしまった場合も、 元に戻せることがわかります。

c. もう一度 「期限日」 フィールドを空にし、 警告メッセージダイアログで [はい] をクリックします。
d. 「期限日」 フィールドが空欄のまま確定されたことを確認します。

演習終わり

4.3.7  その他の入力値の制限方法
フィールドへの入力値を制限する方法として、 入力値の制限オプションの他、 次のような方法もあります。

（1） スクリプトトリガを利用する
（2） 入力値の自動化オプションを利用する
（3） 条件付き書式／プレースホルダテキストをエラーメッセージ代わりに使う
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スクリプトトリガを利用する
レイアウトのフィールドオブジェクトに OnObjectEnter、 OnObjectModify など 「OnObject」 で始まるスク
リプトトリガ （レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ、 10.4.2） を設定して、 スクリプトを使って入力値を制限す
ることができます。 この場合、 より細かい条件の制限をすることができるかもしれません。
ただし、 スクリプトトリガは原則としてレイアウト上で動作するものなので、 インポートによるデータ入力では制限
をかけることができません。 また、 同じフィールドが複数のレイアウトで入力可能なときは、 すべてのレイアウトのレ
イアウトオブジェクトにスクリプトトリガを設定する必要があります。 あるレイアウトでだけ設定して別のレイアウトで
は設定しないとなると意味がない場合があります。

入力値の自動化オプションを利用する
入力値の自動化オプションの [計算値] を使って入力されたデータに間接的に制限をかけることができます。

例えば、 次の計算式を設定すると、 入力されたデータの英数字を常に半角に変換することができます。

RomanHankaku ( Self )

Self 関数 （9.4.9） は、計算式が定義されているフィールドの内容 （データ） を返します。 つまり、Self 関数を使っ
て計算式に自分自身を指定することができます。
Self 関数とテキスト関数 （9.4.2）、 日本語関数 （9.4.6） を組み合わせて使い、 入力されたテキストを決まっ
た文字数にしたり、 英数字、 ひらがな、 カタカナの全角半角を統一したり、 「(xx)xxx-xxxxx」 の書式の電話番
号から数字だけを取り出したりすることができます。
この方法は、 エラーメッセージを表示せずに自動的に入力された内容を加工するので、 ユーザのストレスが少な
くなることが期待できます。 しかし、 ユーザが意図しない内容になる可能性があるため、 加工のルールを要件定
義で明確にしておく必要があります。

条件付き書式／プレースホルダテキストをエラーメッセージ代わりに使う
条件付き書式 （9.3.2） を使って、入力された値が条件に合致していないことをユーザに知らせることも可能です。
例えば、 フィールドに入力された文字数のカウント結果が既定値よりも多かったら、 条件付き書式で 「制限を超
えています。 印刷可能な文字数は 30 字までです。」 という赤太字のテキストを表示するといったことができます。
また、 空欄不可であることを知らせるために、 プレースホルダテキスト （8.4.5） で 「このフィールドは空欄不可
です。」 と表示することもできます。
いずれもエラーメッセージではないので、 ユーザのストレスが少なくすることが期待できます。 しかし、 スクリプ
トトリガと同様に、 レイアウト上でのみ利用することができる方法です。 また、 ユーザが無視することもでき、 その
場合には期待されているデータ入力はされません。
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4.4 グローバル格納を使用するフィールド
FileMaker Pro には、 グローバル格納を使用するフィールドという特殊な格納設定があります。
このフィールドは 「グローバルフィールド」 あるいは 「グローバル格納フィールド」 と呼ばれることもあります。
本書では以降、 「グローバルフィールド」 と呼びます。

4.4.1  グローバルフィールドとは
グローバルフィールドの 「グローバル」 はタイプの名前ではありません。 特殊な格納方法で、 集計タイプを除く
すべてのタイプのフィールドに設定することができます。
グローバルフィールドは、 次の特徴があります。

 • 1 つのグローバルフィールドに格納されるデータは、 カスタム App に 1 つ
 • 非関連テーブルからも入力、 更新、 参照が可能
 • 索引 （6.1） が設定できないためレコードの検索には使用できない

これらの特徴を利用すると、 さまざまな活用が可能です。 例えば、 複数のレイアウトに共通して表示する会社の
ロゴを格納しておいたり、 一度取得したアカウント名やユーザ名などを保存しておいてカスタム App のあらゆる場
面で利用したりすることなどができます。

グローバルフィールドの設定方法
フィールドオプションの [データの格納] タブでグローバルフィールドを設定します。 （図 4.4-1）
[グローバル格納 （すべてのレコードに 1 つの値） を使用する] をチェック （オンに） すると、 そのフィールドは
グローバルフィールドとして設定されます。
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図4.4-1 グローバルフィールドの設定

グローバルフィールドをどこに定義するか
グローバルフィールドは、 照合フィールドとして利用する場合 （4.4.2） を除き、 どのテーブルに定義しても動作
は変わりません。
したがって、 複数のグローバルフィールドをまとめて 1 つのテーブルに定義しておくと、 カスタム App の開発作
業を進めるときに 「あのグローバルフィールドはどこに作ったかな？」 と迷うことなく便利です。 この場合、 テーブ
ル名は 「ユーティリティ」 などの分かりやすい名前にしておくと良いでしょう。

繰り返しフィールド

フィールドオプションの [データの格納] タブには、 [グローバル格納] と [索引] の間に [繰り返し] という設定項目があ
ります。 フィールドにこのオプションを設定すると、 1 つのフィールの中に複数のデータを格納できるようになります。 この
ようなフィールドを 「繰り返しフィールド」 と呼びます。
FileMaker Pro には、 繰り返しフィールドの複数のデータを一括で取り扱ったり、 そのうちの 1 つのデータだけを取り
出したりするための関数などが用意されています。
詳しくは FileMaker Pro のヘルプなどを参照してください。
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演習 4-7  グローバルフィールドの確認

フォルダ：演習4_7 使用ファイル： 4_見積作成管理.fmp12

この演習では、 グローバルフィールドに設定したデータの見え方などを確認します。
演習ファイルには、 「ユーティリティ」 テーブルを追加しています。 「ユーティリティ」 テーブルには、 次の 2 つ
のグローバルフィールドが定義されています。

 • g_共通情報 （テキストタイプ）
 • g_共通イメージ （オブジェクトタイプ）

演習ファイルの各レイアウトには、 これら 2 つのフィールドを追加しています。

1  演習ファイルを開いて、 データベース定義を確認します。

a. 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。
b. [テーブル] タブで 「ユーティリティ」 テーブルが追加されていることを確認します。
c. [フィールド] タブで 「ユーティリティ」 テーブルに 2 つのグローバルフィールドが定義されている
ことを確認します。 （図 4.4-2）

図4.4-2 「ユーティリティ」 テーブルのグローバルフィールド

d. いずれか、 あるいは両方の [フィールドのオプション] ダイアログを開いて、 グローバルフィール
ドの設定 （図 4.4-1） がされていることを確認します。

e. [リレーションシップ] タブで、 「ユーティリティ」 TO には何もリレーションシップ （関連） が定義
されていないことを確認します。 （図 4.4-3）

f. [キャンセル] 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。
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図4.4-3 「ユーティリティ」 TO

2  「ユーティリティ」 レイアウトでグローバルフィールドに設定されているデータを確認します。
a. 「ユーティリティ」 レイアウトに 1 件のレコードが表示されていて、 「g_共通情報」 フィールドに
はテキスト 「さくら咲く」、 「g_共通イメージ」 フィールドには画像データが登録されていること
を確認します。

b. 「ユーティリティ」 テーブルにはこの 1 件のレコードのみが登録されていることを確認します。

3  他のレイアウトでグローバルフィールドに設定されているデータを確認します。
a. 「ユーティリティ」 レイアウト以外のレイアウトにも 2 つのグローバルフィールドを配置しているの
で、 それが表示されていることを確認します。

b. 複数のレコードが登録されているテーブルのレイアウト （例えば 「見積情報」） で、 レコードを移
動しても同じデータがグローバルフィールドに変わらず表示されることを確認します。

4  グローバルフィールドのデータを更新して各レイアウトでの表示を確認します。
a. 「ユーティリティ」 以外のレイアウト （どれでも構いません） で、 グローバルフィールドのデータを
変更します。 例えば、 「g_共通情報」 フィールドを 「さくら咲いた」 にします。

b. データを変更したレイアウトとは異なるレイアウトでも、 変更したデータが表示されていることを
確認します。
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5  グローバルフィールドを検索できないことを確認します。
a. 任意のレイアウトで検索モードに切り替えます。
b. グローバルフィールドに検索条件が入力できず、 検索ができないことを確認します。 （図 4.4-4）

図4.4-4 検索モードでのグローバルフィールド

演習終わり



第4章　データベース定義
　グローバル格納を使用するフィールド　

78

4.4.2  グローバルフィールドとリレーションシップ （関連）
グローバルフィールドを参照元の照合フィールドとしてリレーションシップ （関連） を定義することができます。 こ
の場合、 グローバルフィールドは参照元テーブルに定義されていなければなりません。
照合フィールド （グローバルフィールド） に格納した参照先のデータは一時的に利用するもので、 特定のレコー
ドに関連付けて保持しておく必要はありません。 このように、 グローバルフィールドは一時的に参照先のデータを
保持したり表示したりする用途に利用することができます。
例として、 「料理と食材」 カスタム App について確認してみましょう （演習 4-8）。
このカスタム App は、 料理とそれに使われる食材を表示するものです。 「料理と材料」 レイアウトの左側には
料理名の下に食材とその分量 ・ 説明が表示されていますが、 その右側には食材の写真と説明も表示されています
（図 4.4-5）。

図4.4-5 「料理と食材」 App の 「料理と材料」 レイアウト

レイアウト右側に表示されている食材は、 実は現在レイアウト左側に表示されている料理の食材とは関係なく、
写真の上のポップアップメニューで自由に選択できるようになっています。 例えば、 図 4.4-5 ではレイアウトの左上
に料理 「カレー」 が表示されていますが、 現在 「カレー」 に関連付けられている 「たまねぎ」 「にんじん」 「じゃ
がいも」 だけでなく、「トマト」 や 「なす」 などを表示して見ることができます。 表示する情報は一時的なもので、「料
理」 のレコードには保存されません。
このようなことができるのは、 「料理と材料」 レイアウトの 「現在のテーブル」 （TO） である 「料理」 テーブル
にグローバルフィールド 「g_食材説明用照合キー」 が定義されており、 これを照合フィールドとして 「食材」 テー
ブル （「料理_食材 | 説明」 TO） を参照するリレーションシップが定義されているためです。 （図 4.4-6）
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図4.4-6 「料理と食材」 のリレーションシップ

「料理と食材」 レイアウトには、 グローバルフィールド 「g_食材説明用照合キー」 と、 このリレーションシップを
利用した 「料理_食材 | 説明」 TO のポータルが配置されています。 そして、 「g_食材説明用照合キー」 フィール
ドの値を変更すると、 それに応じた 「料理_食材 | 説明」 TO （「食材」 テーブル） の情報がポータルに表示にさ
れるようになっています。 つまり、 レイアウトの左側のポータル （料理に関連付けられている食材） とは関係なく任
意の食材の情報について確認できます。
では、 もし照合フィールドとしてグローバルフィールドを使わずに通常のフィールドを使うとどうなるでしょうか。
通常のフィールドは 1 レコードにつき 1 つずつ作成されます。 そのため、 一時的な照合のために 1 レコードご
とに別のフィールドが存在し、 別のデータが保存されていくことになります。 カスタム App を共有している場合は、
自分以外の誰か別のユーザが選択したデータが各レコードに保存されていきます。 つまり、 「料理」 のレコードごと
に、 その 「料理」 を表示しているときに自分あるいは誰かが表示した 「食材」 の情報が （無用に） 保存されてい
くことになります。 タイミングによっては、 今自分が見ている 「食材」 が他の人が選択した 「食材」 で上書きされ
てしまうかもしれません。
一時的な表示のためのデータは特に保存する必要はないので、 1 つのグローバルフィールドを使って次々に値を
上書きしていく方が理にかなっています。 また、 グローバルフィールドを使っていれば、 現在のレコードが変わって
も同じ 「注目している食材」 を表示することができます。 さらに、 カスタム App を共有していても別のユーザが
見ている食材で上書きされることもありません。

リレーションシップグラフの 「線」
グローバルフィールドを照合フィールドとしたときのリレーションシップグラフをよく見ると、 TO 間の関連が、 通
常の 1 対多や多対多といった関連とは異なる形で表示されています。
図 4.4-7 は 「料理と食材」 のリレーションシップグラフの一部です。 「料理と材料」 レイアウトは 「料理」 TO 
に関連付けられています。 「料理と材料」 レイアウトの右側のポータルには 「料理と食材|説明」 TO のレコードが
表示されています。
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「料理」 TO と 「料理_食材 | 説明」 TO 間の関連を表す線をよく見ると、「料理_食材 | 説明」 TO の照合フィー
ルド 「主キー」 の側の末端は通常の線であるのに対し、 「料理」 TO の照合フィールドである 「g_食材説明用照
合キー」 の側の末端部分には縦線が入っています。 これは、 次のことを意味しています。

 • 左側のTOから右側のTOは関連が成立する
 • 右側のTOから左側のTOは関連が成立しない

これは、 照合条件にどの演算子を使っても同じです。 グローバルフィールドには索引が作成できないため、 参照
先として機能しないためです。

図4.4-7 グローバルフィールドを照合フィールドとしたときのリレーションシップグラフ

演習 4-8  照合フィールドとしてのグローバルフィールド （「料理と食材」 App）

フォルダ：演習4_8 使用ファイル： 4_料理と食材.fmp12

この演習では、 グローバルフィールドを照合フィールドに利用した場合について確認します。
演習ファイルは、 4.4.2 節で使った 「料理と食材」 App です。

1  「料理と材料」 レイアウトの表示動作を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「料理と材料」 レイアウトを表示します。
b. 右側のポータルの上のポップアップメニューから、 左側のポータルに表示されていない食材 （例
えば料理 「カレー」 ならば 「なす」） を選択して、 選択した食材の情報が下のポータルに表示
されることを確認します。

c. レコードを移動しても、 右側のポータルの表示が変わらないことを確認します。
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2  データベース定義を確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログを表示して [フィールド] タブを開きます。
b. 「料理」 テーブルにグローバルフィールド 「g_食材説明用照合キー」 が定義されていることを確
認します。

図4.4-8 「料理」 テーブルのグローバルフィールド

c. [リレーションシップ] タブを開いて、 4.4.2 節の図 4.4-6 および 4.4-7 の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。

演習終わり
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4.4.3  グローバルフィールドと共有
グローバルフィールドはカスタム App の中でただ 1 つのデータを持ちます。 では、 FileMaker Server あるい
は FileMaker Cloud でカスタム App を共有して同時に利用している場合はどうでしょうか。
カスタム App をサーバーで共有している場合、 グローバルフィールドは次のように扱われます。 （図 4.4-9）

 • 複数のクライアント （ユーザ） はグローバルフィールドを同時に参照可能
 • グローバルフィールドの値はクライアント （ユーザ） ごとに変更可能

図4.4-9 共有されたカスタム App のグローバルフィールド

グローバルフィールドの初期値はどのクライアントでも同じですが、グローバルフィールドの値はクライアントのセッ
ションごとに変更して利用することができます。 つまり、 あるユーザ （クライアント） があるグローバルフィールドの
値を更新しても、 同じカスタム App を利用している他のユーザ （クライアント） のグローバルフィールドの値は変
更されません。
ユーザがカスタム App を閉じると、すべてのグローバルフィールドは初期値にリセットされます。グローバルフィー
ルドの初期値は、 カスタム App がサーバーにアップロードされる前にローカル環境で FileMaker Pro によってカ
スタム App が閉じられたときに設定されていた値です。
グローバルフィールドの初期値を変更するには、 カスタム App のファイルをローカルで開いて値を設定し、 再
度サーバーにアップロードする必要があります。 その場合はカスタム App の共有を一時停止する必要があるため、
カスタム App の初期値は変更せず、 ユーザがログインするタイミングで動作するスクリプトを作成してグローバル
フィールドに新しい初期値を設定することをお勧めします （14.4.1）。

セッション

FileMaker Cloud や FileMaker Server といったサーバーと 1 つのクライアントとの間で一定期間保持される通信
をセッションといいます。 セッションは、 ユーザがサーバー上のカスタム App を開いたときに開始し、 カスタム App を
閉じたとき、 あるいは一定時間が経過したとき （セッションタイムアウト） に終了します。
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第5章 リレーションシップ （関連）

本章では、 論理データモデルのエンティティ間の関連を実テーブルに対応するテーブルオカレンス間のリレーショ
ンシップ （関連） として定義する方法について確認します。
第 4 章で確認したように、 FileMaker Pro 上で論理データモデル （第 3 章） から実際のテーブルやフィール
ドを定義するときは、 それほど迷うところはないでしょう。
しかし、 エンティティ間の関連についてはどうでしょうか。
取り敢えずは、テーブルに対応するテーブルオカレンス （TO） を 1 つずつ作成し、論理データモデル上のエンティ
ティの関連をすべて、 TO 間のリレーションシップとして定義して、 最終的に 1 つのリレーションシップグラフ、 すな
わち 1 つのテーブルオカレンスグループ （TOG） を作成すればいいのではないか、 と考えるかも知れません。
しかし、 テーブルの数が多くなると TOG 全体が大規模で複雑なものになり、 例えば次のような問題が起こるこ
とがあります。

 • レイアウトを作成する際にどこからどこまでが現在のレイアウトに必要な TO なのかわかりにくくなる
 • カスタム App 開発の途中でデータベース定義を変更したときに、 変更の影響の波及範囲が把握し
にくくなる
 • カスタム App をサーバーで共有している場合に、 現在のレイアウトには表示しない TO のレコード
までダウンロードされることによってパフォーマンスが悪くなる

このようなことから、 TOG は適切な単位で複数個作成しておくことが効果的です。
また、 リレーションシップグラフを一定のルールに従って作成するようにすると、 自分だけでなく他の開発者にとっ
ても開発や保守のしやすいカスタム App にすることが期待できます。
本章では、 これらについて順に確認していきましょう。

5.1 設計からカスタム App へ
5.1.1  ER 図とリレーションシップグラフの違い
論理データモデルを表す ER 図とリレーションシップグラフは、 本質的に異なるものです。
まず、 ER 図はデータベースの構造を表すものです。 したがって、 ER 図の中では 1 つのエンティティ （テーブル）
は 1 つしか存在しません。
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一方、 リレーションシップグラフは、 あるコンテキストに応じて、 関連するテーブルを代替するテーブルオカレン
スを集め、 それらの間のリレーションシップを定義するものです。 したがって、 1 つの実体テーブルが複数のコンテ
キストに関連する場合は、 その実体テーブルに対応する複数のテーブルオカレンスを追加してリレーションシップグ
ラフに登場させることができます。
コンテキストとは、 リレーションシップグラフの中でのテーブルオカレンスの 「立ち位置」 のことです。 実体 （ソー
ステーブル） は同じでも、 コンテキストによってテーブルオカレンスの役割は違います。 また、 関連付けられる他の
テーブルオカレンスも違ってきます （図 5.1-1）。

図5.1-1 さまざまなコンテキスト

FileMaker Pro では、 ある実体テーブルに対して追加したテーブルオカレンスはユニークな名前を持ちます。
FileMaker Pro はこのテーブルオカレンス名を通してコンテキストを判断し、どのリレーションシップ （関連） を使っ
て表示や計算などの処理を実行するかを決定します。
ER 図上で、あるエンティティ（テーブル） がどのようなコンテキストを持ち得るかを見定めることができると、リレー
ションシップグラフを定義するときに迷うことはないでしょう。

5.1.2  テーブルオカレンスグループ （TOG） の作成
1 つのテーブルオカレンスグループ （TOG） は 1 つのコンテキストを表しています。 カスタム App の中では、
どのようなデータの使い方をしたいかによって複数の TOG を作っていくことになります。
TOG の作り方としては、 カスタム App に用意する 「メニュー」 を目安にするという考え方があります。 各画面
はカスタム App の最初のメニュー画面から分岐するものなので、 まずはメニュー画面にどのようなボタンがあるべ
きかを考えると良いでしょう。
演習の 「見積作成管理システム」 を例に考えてみます。 「見積作成管理システム」 のメインの目的は 「見積管理」
ですが、 「見積情報」 や 「見積明細」 に掲載される 「顧客情報」 「商品情報」 「自社情報」 についてもメンテナン
スが必要です。 また、 複数の担当者 （自社担当者） でシステムを使っていくことを考えるとアカウント管理 （自社
担当者管理） も必要になります。
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つまり、 「見積作成管理システム」 で実施する作業は、 次の 5 つです。

 • 見積管理
 • 顧客情報管理
 • 商品情報管理
 • 自社情報管理
 • アカウント管理 （自社担当者管理）

これらの機能を利用するためには、 メニュー画面には次の 5 つのボタンが必要であることがわかります （図 
5.1-2）。

図5.1-2 「見積作成管理システム」 のメニュー画面イメージ

これらの 5 つのメニューに対して別々の TOG を作成すると、 メニューごとにレイアウトや機能を考えられるよう
になります。 つまり、 次のことが分かりやすくなります。

 • このレイアウトはどの TOG に対応するか
 • この機能はどの TOG に対して動作するものか

また、 各 TO のコンテキストもはっきりします。
ここでは一番大きな単位で 「メニュー」 を考えましたが、 必要な場合にはさらに TOG を分けることもあります。

5.1.3  アンカー / ブイ手法
リレーションシップグラフの作成方法はこれまでに数多く提唱されていますが、 ここでは 「アンカー / ブイ」 手法
について紹介します。 なお、名称の 「アンカー （Anchor）」 とは 「錨」、「ブイ （Buoy）」 は海に浮かぶ 「浮標 （ブ
イ）」 のことです。
アンカー / ブイ手法は FileMaker 7 の頃に考案されたものですが、 その分かりやすさから現在に至るまで広く
使われている手法の一つです。 特に、 アンカー / ブイ手法を使うとコンテキストがとても明確になることが知られて
います。
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アンカー / ブイ手法の基本的な 「ルール」 は、 次のとおりです。

（1） TOG は必ず一番左側の TO （アンカー TO） を基本とし、 そこから右側に向かって関連する TO （ブイ 
TO） を配置する

（2） すべてのレイアウトはアンカー TO に作成する
（3） ブイ TO の名前は、 アンカー TO から経由するすべてのブイ TO の名前を 「_」 で繋げる

このルールに従って 「見積作成管理システム」 のリレーションシップグラフを作成します。作成する TOG は 5.1.2 
節で検討した 5 つのメニューに対応する TOG です。
すべての TOG は 5.3 節の演習で作成しますが、 ここでは例として、 上記 5 つのメニューのうち 「見積管理」
と 「顧客情報管理」 に関する TOG を図 5.1-3 に示します （図では各 TO の照合フィールドのみを表示していま
す）。

図5.1-3 「見積管理」 と 「顧客情報管理」 のTOG （アンカー / ブイ手法）

図 5.1-3 からわかるように、 2 つの TOG は独立していて、 相互に関連することはありません。
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表 5.1-1 は、 図 5.1-3 に登場する TO をまとめたものです。

表5.1-1 「見積管理」 と 「顧客情報管理」 の TO

No. TOG TO 名 ソーステーブル 補足

1 「見積管理」 TOG 見積管理 見積情報 アンカー TO

2 見積管理_明細 見積明細

3 見積管理_明細_商品 商品情報

4 見積管理_顧客 顧客情報

5 見積管理_顧客_担当 顧客担当者

6 見積管理_顧客_自社担当 自社担当者

7 見積管理_自社 自社情報

8 「顧客情報管理」 TOG 顧客管理 顧客情報 アンカー TO

9 顧客管理_担当 顧客担当者

10 顧客管理_自社担当 自社担当者

図 5.1-3 のリレーションシップグラフは 4.1.3 節の論理データモデル （図 4.1-1） を元に定義しているので、「見
積管理」 TOG の 「見積管理_顧客」 TO から始まる 3 つの TO （表 5.1-1 の No. 4 ～ 6） と 「顧客情報管理」
TOG の 3 つの TO （表 5.1-1 の No. 8 ～ 10） は同じ関連になっています。

このように、 先に設計した内容に基づいて作業をすると、 同じ関連がある部分で関連の定義に迷うことが少なく
なります。

テーブルオカレンスの命名規則
図 5.1-3 のリレーションシップグラフのテーブルオカレンス （TO） は、 アンカー / ブイ手法のルール (3) に則っ
て命名されています。
例えば、 「見積情報」 テーブルから 「見積明細」 そして 「商品」 テーブルに至るリレーションシップにおいて、
対応する TO は次のようにアンカー TO 名とブイ TO を 「_」 で繋げる形式で命名されています。 （図 5.1-4）

TO 名 ソーステーブル

アンカー TO 見積管理 見積情報

ブイ TO 見積管理_明細 見積明細

ブイ TO 見積管理_明細_商品 商品情報

図5.1-4 TO の命名規則
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このようにアンカー / ブイ手法の命名規則を使うことによって、 次のメリットが生まれます。

 • リレーションシップグラフ全体でユニークな TO 名になる
 • TOG （コンテキスト） が推測しやすい

TO の属する TOG や階層 （アンカー TO からのパス）、 コンテキストが分かりやすいので、 レイアウトやスクリ
プト作成時に TO の選択に迷いが少なくなり、 また、 間違えることも少なくなることが期待できます。
本テキストでは、 アンカー / ブイ手法を用いてカスタム App 開発を進めていきます。
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5.2 リレーションシップ （関連） の定義
ここで、 FileMaker Pro でのリレーションシップ （関連） の定義方法について確認しておきます。
FileMaker Pro においてリレーションシップは、 [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップグラフ] 
タブで定義します。
[リレーションシップグラフ] タブでは、テーブルオカレンス （TO） を使ってリレーションシップを定義します。 テー
ブルオカレンスは、 データベースに定義されている実体テーブルに対し、 言わば 「仮想テーブル」 であって、 コン
テキストごとに作成して利用することができます。
2 つのテーブルオカレンス間のリレーションシップは [リレーションシップ編集] ダイアログ上で定義します。
FileMaker Pro 上でのこれらの基本的な操作については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 を
参照してください。
本節では、 リレーションシップの特殊な条件と、 リレーションシップを使ったレコードの操作について確認します。

5.2.1  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ことは、 2 つの TO それぞれの照合フィールドと 2 つの TO 間の照合条件の演算
子を指定することです。 これらは、 リレーションシップの条件ごとに指定します。
例えば、 演習の 「見積作成管理システム」 の 「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO 間のリレーションシッ
プは、「見積管理」 TO の 「主キー」 フィールドと 「見積管理_明細」 TO の 「見積外部キー」 フィールドを照合フィー
ルドとしています。 そして、これら照合フィールド間の照合条件として演算子 「=」 が指定されています （図 5.2-1）。
このリレーションシップは 1 対多の関連 （3.2.4） を表しています。
アンカー / ブイ手法 （5.1.3） では 2 つの TO 間のリレーションシップには向きがあり、 必ず左側の TO から右
側の TO を参照します。 このとき、 左側の TO を参照元、 右側の TO を参照先と呼びます。 上記例では、 「見
積管理」 TO が参照元、 「見積管理_明細」 TO が参照先になります。
また、 参照元の TO から見て参照先 TO のソーステーブルは関連テーブル、 そのレコードは関連レコードとなり
ます。
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図5.2-1 「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO のリレーションシップ

複数の条件を指定するリレーションシップ
複数の条件によるリレーションシップの場合は、 条件ごとに照合フィールドと照合条件を指定します。
例えば、 「見積作成管理システム」 の 「顧客情報管理」 機能に、 顧客ごとの見積情報を表示する機能を追加し
たいと考えたとします。 このために、 図 5.2-2 のようなリレーションシップグラフを作成します。

図5.2-2 「顧客情報管理」 TO と 「顧客情報管理_見積」 TO のリレーションシップ

ここでさらに、 顧客情報と一緒に表示する見積情報を、 システムとして常にある期日以降に発行されたもの （例
えば令和になって発行されたもの） に限定したいとします。
このために、 「顧客情報」 テーブルに 「発行基準日」 フィールド （日付タイプ） をグローバルフィールドとして新
たに追加します （4.4.2）。 そして、 「顧客情報管理」 TO と 「顧客情報管理_見積」 TO の間に次の照合条件を
追加します。

「顧客情報管理」 TO の 「発行基準日」 ≦ 「顧客情報管理_見積」 TO の 「発行日」
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これにより、 「顧客情報管理」 TO と 「顧客情報管理_見積」 TO 間は、 先に定義していた条件と上記の 2 つ
のリレーションシップの照合条件を持つことになります。
図 5.2-3 はこのリレーションシップの定義です。図中のリレーションシップグラフに表示された記号と [リレーショ
ンシップ編集] ダイアログの内容を確認してください。

図5.2-3 2 つの照合条件によるリレーションシップ

このリレーションシップを利用することで、 例えば 「顧客情報」 テーブル （「顧客情報管理」 TO のソーステーブ
ル） の 「発行基準日」 フィールドに 「2019/05/01」 を入力すれば、 「顧客情報管理」 TO と関連付けられる 「顧
客情報管理_見積」 TO のレコードは令和に発行されたものに絞り込むことができます。

自己連結リレーションシップ （自己リレーションシップ）
リレーションシップは異なる TO 間に定義するものとは限りません。 同じ TO 間でのリレーションシップが必要に
なることがあります。
1 つの TO に対して循環するリレーションシップは定義できないので、 このような場合はソーステーブルが同じ 
2 つの TO 間にリレーションシップを定義します。 参照元と参照先の TO のソーステーブルが同じで、 照合フィー
ルドが同じテーブル内に定義されているリレーションシップを自己連結リレーションシップ （自己リレーションシップ）
といいます。
自己連結リレーションシップを使った例については、演習 9-6 （9.3.3）、演習 10-6 （10.3.3） を参照してください。
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5.2.2  リレーションシップを使ったレコードの作成
[リレーションシップ編集] ダイアログで、 リレーションシップのオプションとしてレコード （関連レコード） を作成、
削除、 およびソートするように指定することができます。
参照先のレコードを作成する場合は、 [リレーションシップ編集] ダイアログの右下の [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] オプションをチェックします。
図 5.2-4 の例では、「見積管理」TOから 「見積管理_明細」TO のレコードが作成されるように設定されています。

図5.2-4 リレーションシップを使用したレコードの作成オプション

関連レコードが作成されるタイミングは、 関連レコードがない状態で関連レコードのフィールドにデータを入力し
たときです。
参照元 TO レイアウト上に関連レコード （参照先 TO） のポータルが配置されている状態では、 ポータルの新し
い行のフィールド （関連フィールド） にデータを入力したときに関連レコードが作成されます。 同時に、 参照元の照
合フィールドに参照先の照合フィールドの値が自動入力されて、 リレーションシップが定義されます。
リレーションシップを使ってレコードを削除するには、 [リレーションシップ編集] ダイアログの [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] オプションをチェックします。 ただし、 ユーザが意図
せず関連レコードが削除されてしまうことがあるので、 このオプションを使用する際は慎重に検討する必要あります。
リレーションシップを使ったレコードの削除は 5.2.4 節で確認します。

5.2.3  多対多の関連とリレーションシップグラフ
多対多の関連 （3.2.4） は、 交差エンティティを使って 1 対多の関連に置き換えることができました （3.3.5）。
これをリレーションシップグラフで実現し、 さらにリレーションシップを使って関連レコードを自動的に作成できるよ
うにしてみましょう。
ここでは、 「見積作成管理システム」 を例に考えます。
「見積作成管理システム」 の概念データモデルでは 「見積書」 エンティティと 「商品」 エンティティが多対多の
関連にありましたが、 正規化によって 1 対多の関連に置き換えています （図 5.2-5）。
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図5.2-5 「見積書」 と 「商品」 の関連の正規化 （図 3.3-8 再掲）

FileMaker Pro のリレーションシップグラフではこれを 図 5.2-6 のように定義することができます。

図5.2-6 「見積管理」 TO のリレーションシップグラフ

以下、演習 5-2 ～ 5-4 でこれら 3 つの TO の関連とレイアウト上での見え方、そしてリレーションシップを使っ
たレコード作成について確認しましょう。

演習 5-1  多対多のリレーションシップの作成

フォルダ：演習5_1 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 FileMaker Pro を使って多対多のリレーションシップを実現するリレーションシップグラフを作成
します。
ここでは、 「見積作成管理システム」 の 「見積書」 と 「商品」 の多対多の関連を、 5.2.3 節で確認した 3 つの 
TO 間のリレーションシップとして実装します。 作成する TO は次の 3 つです。

TO 名 ソーステーブル

アンカー TO 見積管理 見積情報

ブイ TO 見積管理_明細 見積明細

ブイ TO 見積管理_明細_商品 商品情報

この演習ではさらに、 「見積情報」 テーブルのレコードからリレーションシップを使って 「見積明細」 テーブルの
レコードを自動生成できるように設定します。 なお、 「商品情報」 テーブルのレコードは見積情報と独立した情報
なので、 自動生成はしません。
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1  演習ファイルを開いて、 データベース定義を確認します。

a. [データベースの管理] ダイアログを表示して [テーブル] タブを開き、 8 つのテーブルが定義さ
れていることを確認します。

b. [リレーションシップ] タブを開いて、 8 つの TO が追加されていることを確認します。 TO 間に
リレーションシップはまだ定義されていません。 （図 5.2-7）

図5.2-7 「見積作成管理システム」 の当初 TO

2  上記 「見積管理」 以下の3 つの TO を作成します。
a. 「見積情報」 TO を選択して複製を作成し、 名前を 「見積管理」 に変更します。 （図 5.2-8）
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図5.2-8 複製した TO の名前を変更

b. 同様に、 「見積明細」 TO を複製して、 名前を 「見積管理_明細」 に変更します。
c. 「見積管理_明細」 TO を 「見積管理」 TO の右側に配置します。
d. 同様に、 「商品情報」 TO を複製して、 名前を 「見積管理_明細_商品」 に変更します。
e. 「見積管理_明細_商品」 TO を 「見積管理_明細」 TO の右側に配置します。

3  「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO 間のリレーションシップとオプションを定義します。
a. 「見積管理」TO の 「主キー」 フィールドをドラッグして 「見積管理_明細」TO の 「見積外部キー」
フィールドと繋げます。

b. 「主キー」 フィールドと 「見積外部キー」 フィールドを繋ぐ線か間のボックス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. 照合フィールドと照合条件が次のようになっていることを確認します。
主キー = 見積外部キー

d. 「見積管理_明細」 側の [このリレーションシップを利用して、 このテーブルでのレコードの作成を
許可] をチェック （オンに） します。 （図 5.2-9）

e. [OK] をクリックして [リレーションシップの編集] ダイアログを閉じます。
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図5.2-9 「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO 間のリレーションシップ

4  「見積管理_明細」 TO と 「見積管理_明細_商品」 TO 間のリレーションシップを定義します。
a. 「見積管理_明細」 TO の 「商品外部キー」 フィールドをドラッグして 「見積管理_明細_商品」
TO の 「主キー」 フィールドと繋げます。

b. 「商品外部キー」 フィールドと 「主キー」 フィールドを繋ぐ線か間のボックス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. 照合フィールドと照合条件が次のようになっていることを確認します。
商品外部キー = 主キー

d. [OK] をクリックして [リレーションシップの編集] ダイアログを閉じます。 オプションは指定しま
せん。

5  作成したリレーションシップグラフを確認します。
a. 3 つの TO が作成され、 5.2.3 節で確認した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。 （図 5.2-10）
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図5.2-10 作成したリレーションシップグラフ

演習 5-2  多対多のリレーションシップを表示するレイアウトの作成

フォルダ：演習5_2 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 多対多のリレーションシップを表示するレイアウトを作成します。
ここでは、 演習 5-1 で作成した 「見積管理」 TO （アンカー TO） にレイアウトを作成し、 その上に 「見積管
理_明細」 および 「見積管理_明細_商品」 の各TO （ブイ TO） のレコードを表示するポータルを配置します。 ポー
タルを配置する過程で、 アンカー / ブイ手法の TO 命名規則が TO の選択時に効果的である （わかりやすい） こ
とを確認してください。
なお、 本演習ファイルでは、 リレーションシップの確認がしやすいように、 関係する 3 テーブル （「見積情報」 「見
積明細」 および 「商品情報」 テーブル） の 「主キー」 フィールドのタイプを 「数字」 に変更し、 シリアル値が設
定されるようにしています。

1  「見積管理」 TOに新しいレイアウトを作成します。

a. 演習ファイルを開いて、 レイアウトモードに切り替えます。
b. [レイアウト] メニューから [新規レイアウト / レポート...] を選択して [新規レイアウト / レポート] 
アシスタントを表示します。

c. [レコードを表示:] で 「見積管理」 TO を選択します。
d. [レイアウト名:] に 「リレーションシップ確認用」 と入力します。
e. レイアウトタイプに [コンピュータ] を、 レコードの表示形式に [フォーム] を選択します。
f. [完了] ボタンをクリックして、 [新規レイアウト / レポート] アシスタントを閉じます。 （図 5.2-11）
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図5.2-11 [新規レイアウト / レポート] アシスタント

2  「リレーションシップ確認用」 レイアウトにリレーションシップを確認できるレイアウトオブジェクトを配置し
ます。 （以下、 図 5.2-12 も参考にしてください）

図5.2-12 「リレーションシップ確認用」 レイアウトの作成

a. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトがレイアウトモードで表示されていることを確認します。
b. オブジェクトパネル （左パネル） の [フィールド] タブに 「見積管理」 TO のフィールドが表示さ
れていることを確認します。

c. 「主キー」 「見積番号」 「件名」 フィールドをレイアウトに配置します。
d. 「見積管理_明細」 TO のポータルを配置します。
e. [ポータル設定] ダイアログで次のように設定し、 [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。 （図 
5.2-13）
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 • [レコードを表示:] 「見積管理_明細」
 • [垂直スクロールを許可] オン
 • [代替の行状態を使用] オン
 • [アクティブな行状態を使用] オン

図5.2-13 「見積管理_明細」 TO のポータルの設定

f. 続いて表示される [ポータルにフィールドを追加] ダイアログの [使用できるフィールド] の下に
「見積管理_明細」 TO のフィールドが表示されていることを確認します。

g. 「見積管理_明細」TO の次のフィールドを選択して、次のフィールドを右側の [含まれているフィー
ルド] に移動させます。
 • 主キー
 • 見積外部キー
 • 商品外部キー
 • 数量

h. [使用できるフィールド] で 「見積管理_明細_商品」 TO を選択し、 次のフィールドを [含まれて
いるフィールド] に移動させます。
 • 商品名
 • 単価
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i. [ポータルにフィールドを追加] ダイアログが図 5.2-14 のようになっていることを確認して、[OK] 
ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

図5.2-14 ポータル中のフィールド指定

3  演習 5-3 でリレーションシップの確認がしやすいようにレイアウトを整えます。
a. ポータル中のユーザ入力が必要なフィールド 「数量」 「商品名」 「単価」 に、 インスペクタの [外
観] タブの [塗りつぶし] で任意の色を設定します。

b. ポータル中のフィールドに対して、 フィールドラベルを配置します。
（フィールドをダブルクリックして [フィールド設定] ダイアログを表示し、 [ラベルの作成] をチェッ
クして [OK] ボタンでダイアログを閉じると、 フィールドラベル （テキストオブジェクト） が作成
されます。）

c. 余裕があれば、 演習フォルダの中にリレーションシップグラフのイメージファイル
「relationshipgraph.png」 があるので、 これを [挿入] メニューの [ピクチャ...] でレイアウトに
挿入し、 上部ナビゲーションパートに配置します。 （イメージファイルを直接レイアウトにドラッグ 
& ドロップすることもできます。）

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5.2-15 「リレーションシップ確認用」 レイアウト （ブラウズモード）

演習終わり

完全修飾名

ポータルの設定時に表示された [ポータルにフィールドを追加] ダイアログの右側の [含まれているフィールド] には、
[使用できるフィールド] で選択したフィールド名が次の形式で表示されています。

TO 名::フィールド名
この表記のフィールド名を 「完全修飾名」 と言います。 レイアウト上、 インスペクタ、 計算式などでフィールドの完全修
飾名を確認すると、 正しいコンテキストの TO を指定しているかどうかがわかります。

演習 5-3  リレーションシップを使った関連レコードの作成

フォルダ：演習5_3から4 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 リレーションシップのオプションを使って参照先 TO にレコード （関連レコード） を自動生成でき
ることを確認します。
ここでは、 演習 5-2 で作成した 「リレーションシップ確認用」 レイアウトを使用して、 どのようなタイミングで関
連レコードが作成されるかを確認します。
なお、 本演習ファイルでは、 リレーションシップの確認がしやすいように、 関連する 3 つのテーブル （「見積情報」
「見積明細」 および 「商品情報」 テーブル） の 「主キー」 フィールドのタイプを 「数字」 に変更し、 シリアル値が
設定されるようにしています。
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1  演習ファイルを開き、 まず 「商品情報」 テーブルのレコードを確認します。

a. 「商品情報」 レイアウトで表形式に切り替え、 10 件のレコードが登録されていることを確認します。
b. 最初のレコードの 「主キー」 が 「1001」、 「商品名」 が 「ノート　A4サイズ　A罫 （5冊）」 で
あることを覚えておきます。 （図 5.2-16）

図5.2-16 「商品情報」 テーブルのレコード

2  「リレーションシップ確認用」 レイアウトの内容を再確認します。
a. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトに切り替えます。 このレイアウトは、 演習 5-2 で 「見積
管理」 TO に対して作成したものです。

b. 各フィールドがどの TO のものか、 図 5.2-17 で再度確認してください。

図5.2-17 「リレーションシップ確認用」 レイアウトのフィールド
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3  「リレーションシップ確認用」 レイアウトで関連レコードの自動生成を確認します。
a. 新規レコードを 1 件作成します。 「主キー」 と 「見積番号」 フィールドは、入力値の自動化フィー
ルドオプションで自動的に値が入ります。 （演習 4-1, 4-2）

b. 「件名」 フィールドに任意の名前 （例えば 「文房具納入」 など） を入力します。
なお、 「件名」 フィールドは 「見積管理」 TO （ソーステーブル 「見積情報」） のフィールドです。

c. ポータルの 「数量」 フィールドに任意の値 （例えば 「1」） を入力します。
なお、「数量」 フィールドは 「見積管理_明細」TO（ソーステーブル 「見積明細」） のフィールドです。

d. ポータルの外をクリックしてポータルレコードを確定させます。
e. ポータルレコードを確定した瞬間に、 「見積管理_明細」 TO （ソーステーブル 「見積明細」） の
ポータルフィールド 「主キー」 と 「見積外部キー」 に値が自動入力されたことを確認します。 （図 
5.2-18）

図5.2-18 関連レコードの自動生成

これは、 演習 5-2 で 「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO のリレーションシップを定義
した際、「見積管理_明細」 TO 側に [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] をオンにしているためです。

f. ポータルフィールド 「商品名」 と 「単価」 をクリックしてもカーソルが入らないことを確認します。
これは現在、 「見積管理_明細」 TO のレコードに対して 「見積管理_明細_商品」 TO のレコー
ドが関連付けられていないためです。

4  「見積管理_明細_商品」 TO のフィールドにデータを入力します。
a. 「商品外部キー」 フィールドに、 ステップ 1 の b. で確認した 「商品情報」 テーブルの一番上の
レコード （「商品名」 が 「ノート　A4サイズ　A罫 （5冊）」） の 「主キー」 の値 「1001」 を手
入力します。

b. ポータルレコードを確定すると、 「商品名」 と 「単価」 フィールドに自動的にデータが入力され
ることを確認します。 （図 5.2-19）
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図5.2-19 中間テーブルへの手入力による関連付け

これは、「見積管理_明細」 TO の 「商品外部キー」 フィールドに値が入力されることによって、「見
積管理_明細」 レコードと 「見積管理_明細_商品」 レコードとの間に新たに関連が成立したた
めです。

5  新しいポータル行の 「商品外部キー」 フィールドにデータを入力します。
a. 2 行目のポータル行の 「商品外部キー」 に値 「1003」 を入力してレコードを確定します。
b. 今度は 「商品名」 および 「単価」 フィールドだけでなく、 「主キー」 「見積外部キー」 フィール
ドにも値が自動的に入力されたことを確認します。 （図 5.2-20 ）

図5.2-20 新規ポータル行への手入力

これは、 レイアウトに表示されている 「見積管理」 TO の現在のレコード （「主キー」 が 「1」）
に対して関連レコード （「見積管理_明細」 TO） のフィールド 「商品外部キー」 に値が入力され
たため、 リレーションシップのオプションによって 「見積管理_明細」 TO に新規レコードが作成
されたためです。

演習終わり
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演習 5-4  値一覧を使った関連レコードの作成

フォルダ：演習5_3から4 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 値一覧を使って参照先 TO にレコード （関連レコード） を設定できるようにします。
演習 5-3 では、関連レコードの外部キー（「見積管理_明細」TO の 「商品外部キー」 フィールド） に手入力で 「商
品」 レコードの 「主キー」 を設定しましたが、 これを値一覧を使って設定できるようにします。

1  「商品」 を選択するための値一覧を新規に作成します。

a. 演習ファイルを開き、 [ファイル] メニューの [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. ダイアログ左下の [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. [値一覧名:] に 「商品リスト」 と入力し、 [フィールドの値を使用] を選択して [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. [最初のフィールドの値を使用] で 「見積管理_明細_商品」 を選択し、 「主キー」 フィールドを選
択します。

e. [2 番目のフィールドの値も表示] をオンにして 「見積管理_明細_商品」 を選択し、 「商品名」
フィールドを選択します。

f. [すべての値を含める] が選択されていることを確認します。
g. [次を使って値をソートする:] に [最初のフィールド] が選択されていることを確認します。
h. [OK] ボタンですべてのダイアログを閉じます。 （図 5.2-21）

図5.2-21 値一覧 「商品リスト」 の作成
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2  作成した値一覧をレイアウト上のポータルフィールド 「商品外部キー」 に設定します。
a. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. ポータル内の 「商品外部キー」 フィールドを選択して、 インスペクタの [データ] タブで次の設定
をします。 （図 5.2-22）
 • [コントロールスタイル] 「ポップアップメニュー」
 • [値一覧:] 「商品リスト」
 • [一覧の表示切り替え用矢印を表示] オン
 • [値一覧でデータ書式を上書き] オン

図5.2-22 値一覧の割り当て

c. レイアウトを保存してブラウズモードに戻ります。

3  動作を確認します。
a. 「商品外部キー」 フィールドをクリックすると、 「見積管理_明細_商品」 TO （ソーステーブル 「商
品情報」） の 「主キー」 と 「商品名」 フィールドの値がポップアップメニューに表示されることを
確認します。 （図 5.2-23）
なお、値一覧に 「商品名」 が表示されることを確認したら、当初から配置しているポータルフィー
ルド 「商品名」 は不要となります。

b. 新規ポータルレコードの 「商品外部キー」 フィールドで、 値一覧から任意の値 （例えば 「1005 
付箋　大　水色　（10冊）」） を選択します。

c. 関連レコードが作成されてフィールド値が設定されたことを確認します。
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図5.2-23 「商品外部キー」 に割り当てた値一覧

演習終わり
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5.2.4  リレーションシップを使ったレコードの削除
リレーションシップを使ったレコードの作成 （5.2.2） と同様に、 現在のテーブルでレコードを削除する場合に、
リレーションシップを使って関連テーブル内の関連レコードも同時に削除されるように設定することができます。
この設定は、 [リレーションシップ編集] ダイアログで、 関連テーブル側の [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] オプションを選択します。 （図 5.2-24）

図5.2-24 [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] オプション

この設定は、 次の点から取り扱いに注意が必要です。

 • 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される
 • この設定をした TO が指定されているレイアウトだけでなく、 同じ実体テーブルを元にした他の TO 
でも同様に関連レコードが削除される
 • 複数のリレーションシップでこの設定が有効になっていると、 あるテーブルのレコードを削除したとき
に、 この設定が有効になっている他の関連テーブルの関連レコードも削除される （連鎖削除）
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図 5.2-25 では、 リレーションシップを使った削除が設定されていることを明確にするために、 この削除ルール
用の TO とリレーションシップグラフを作成しています。 （図 5.2-25）

図5.2-25 削除ルール用の TOG

演習 5-5  リレーションシップを使った削除の確認

フォルダ：演習5_5 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 5.2.4 節で確認したリレーションシップを使った削除について、 演習ファイルを使って実際に確認
します。
演習ファイルには、「見積情報」 テーブルとその関連テーブルである 「見積明細」 テーブル間のレコード削除ルー
ルを定義するために、 「見積管理 | 削除ルール」 TO と 「見積管理 | 削除ルール_明細」 TO が作成されています。
（図 5.2-26）
この削除ルール用の 2 つの TO には、 図 5.2-24 のとおり、 リレーションシップの他に [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] オプションが設定されています。
この演習では、 「見積管理」 TO を元にした 「リレーションシップ確認用」 レイアウトで 「見積情報」 レコードを
削除して、 その関連テーブル 「見積明細」 の関連レコードが同時に削除されることを確認します。
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1  「見積情報」 テーブルのレコードを 1 件追加します。

a. 演習ファイルを開いて、 「リレーションシップ確認用」 レイアウトを表示します。

図5.2-26 「見積情報」 レコードを追加

b. ステータスツールバーの [新規レコード] をクリックして 「見積情報」 レコードを 1 件作成し、 レ
コード数を確認します。 （この時点で、 レコード数は 2 件のはずです。）

c. 「商品外部キー」 フィールドで商品を選択して、 「見積明細」 レコードを 2 件追加します。
d. 「見積明細」 レイアウトに切り替え、 表形式に切り替えます。
e. 現在の 「見積明細」 レコードの数を確認します。 （追加した 2 件を含めて現在 5 件のはずです。）
f. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトに戻ります。

2  追加した 「見積情報」 テーブルのレコードを削除します。
a. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトでステータスツールバーの [レコード削除] をクリックし、
削除を実行します。

b. 「見積情報」 レコードの数が、 レコード追加前の数 （「1」 件） に戻っていることを確認します。
c. 「見積明細」 レイアウトに切り替え、 表形式に切り替えます。
d. 現在の 「見積明細」 レコードの数が、 削除した 「見積情報」 レコードに関連付けられていた 2 
件分減っていることを確認します （現在 3 件のはずです）。

e. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトに戻ります。
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3  もう一度、 「見積情報」 テーブルのレコードを 1 件追加します。
a. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトでステータスツールバーの [新規レコード] をクリックし、
「見積情報」 レコードを 1 件追加します。 （この時点で、 レコード数は再び 2 件のはずです。）

b. 「商品外部キー」 フィールドで商品を選択して、 「見積明細」 レコードを 2 件追加します。
c. 「見積明細」 レイアウトに切り替え、 表形式に切り替えます。
d. 最後の行をアクティブにしてステータスツールバーの [レコード削除] をクリックし、 削除を実行し
ます。 （図 5.2-27）

図5.2-27 「見積明細」 レコードを削除

e. 「リレーションシップ確認用」 レイアウトに戻ります。
f. 追加した 「見積情報」 レコードは削除されておらず、 「見積明細」 レコードが 1 件削除されて
いることを確認します。
これは、 削除ルールで 「見積情報」 レコードの削除は定義されていないからです。

演習終わり
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5.3 「見積作成管理システム」 のリレーションシップグラフの作成
第 4 章までの演習で作成した 「見積作成管理システム」 App のデータベース定義を使い、 5.1 節、 5.2 節で確
認したアンカー / ブイ手法を使ってリレーションシップグラフを作成してみましょう。
リレーションシップグラフは論理データモデル （図 5.3-1） を参照しながら、 5.1.2 節で検討した次の 5 つのメ
ニューに対して作成します。

 • 見積管理
 • 顧客情報管理
 • 商品情報管理
 • 自社情報管理
 • アカウント管理 （自社担当者管理）

4.1 節のデータベース定義でテーブルを作成した際、 対応する TO がテーブル名と同じ名前で自動的に作成さ
れました。 ここでは以降、 これらオリジナルの TO を複製して各コンテキストに応じた TO を作成していくことに
します。
これに際して、 オリジナルの TO は TO 名の頭に 「z_」 を付けて名前を変更し、 [リレーションシップ] タブの
下の方に配置しておくことにします。 「z_」 を付けるのは、 TO 選択時のポップアップメニューでは TO 名でソート
されて表示されるので、 間違って選択しないようにするためです。

図5.3-1 「見積作成管理システム」 の論理データモデル （図 4.1-1 再掲）
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演習 5-6  「見積作成管理システム」 のリレーションシップグラフの作成

フォルダ：演習5_6 使用ファイル： 5_見積作成管理.fmp12

この演習では、 5.3 節での検討に沿って 「見積作成管理システム」 のリレーションシップを作成します。
なお、演習 5-2 ～ 5-4 では便宜上、「見積情報」 「見積明細」 および 「商品情報」 テーブルの 「主キー」 フィー
ルドのタイプを 「数字」 に変更していましたが、 ここでは当初設計通り、 「テキスト」 タイプで UUID が自動入力
されるようにしています。

1  演習ファイルを開き、 [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを表示します。

2  既存の 8 つの TO の名前に 「z_」 を付けます。
a. 既存の TO をダブルクリックして 「テーブルを指定』 ダイアログを表示し、 [名前] に 「z_」 を
付けて [OK] でダイアログを閉じます。 （図 5.3-2）

図5.3-2 オリジナルの TO 名を変更

b. 8 つの TO すべての名前を変更したら、 すべてを選択して [リレーションシップ] タブ内で下にド
ラッグします。

c. [リレーションシップ] タブの下部の [ツール] の [A] アイコン （マウスオーバーで 「テキストノート
を追加」 と表示されます） をクリックして、 仕切りを描画すると分かりやすくなります。

3  「見積管理」 メニューに対応する TOG を作成します。
a. 「見積情報」「見積明細」「商品情報」「顧客情報」「顧客担当者」「自社担当者」 および 「自社情報」
の各テーブルから新規に TO を作成し、 これらを使用してリレーションシップを作成します。
作成する TO は表 5.3-1 を参考にしてください。
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表5.3-1 「見積管理」 の TO

No. TOG TO 名 ソーステーブル 補足

1 「見積管理」 TOG 見積管理 見積情報 アンカー TO

2 見積管理_明細 見積明細

3 見積管理_明細_商品 商品情報

4 見積管理_顧客 顧客情報

5 見積管理_顧客_担当 顧客担当者

6 見積管理_顧客_自社担当 自社担当者

7 見積管理_自社 自社情報

b. 「見積管理」 TO と 「見積管理_明細」 TO 間のリレーションシップには、 5.2.2 で確認した [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] を設定します。

c. 作成したリレーションシップグラフが図 5.3-3 のようになっていることを確認してください （図 
5.3-3 では照合フィールド以外のフィールドは非表示にしています）。

図5.3-3 「見積管理」 のリレーションシップグラフ

4  「顧客情報管理」 メニューに対応する TOG を作成します。
a. 「顧客情報」 「顧客担当者」 および 「自社担当者」 の各 TO を使用してリレーションシップグラ
フを作成します。
作成する TO は表 5.3-2 を参考にしてください。

表5.3-2 「顧客情報管理」 の TO

No. TOG TO 名 ソーステーブル 補足

8 「顧客情報管理」 TOG 顧客管理 顧客情報 アンカー TO

9 顧客管理_担当 顧客担当者

10 顧客管理_自社担当 自社担当者
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b. 作成したリレーションシップグラフが図 5.3-4 のようになっていることを確認してください （図 
5.3-4 では照合フィールド以外のフィールドは非表示にしています）。

図5.3-4 「顧客管理」 のリレーションシップグラフ

5  「商品情報管理」 「自社情報管理」 および 「アカウント管理」 メニューに対応する各 TO を作成します。
なお、これらの TO は他に関連する TO がありません。作成する TO は表 5.3-3 を参考にしてください。
a. 「商品情報管理」 メニューに使用する 「商品管理」 TO を作成します。
b. 「自社情報管理」 メニューに使用する 「自社情報管理」 TO を作成します。
c. 「アカウント管理」 メニューに使用する 「自社担当者管理」 TO を作成します。

表5.3-3 「商品情報管理」 「自社情報管理」 「自社担当者管理」 の各 TO

No. TOG TO 名 ソーステーブル 補足

11 「商品情報管理」 TOG 商品管理 商品情報 他関連 TO なし

12 「自社情報管理」 TOG 自社情報管理 自社情報 他関連 TO なし

13 「自社担当者管理」 TOG 自社担当者管理 自社担当者 他関連 TO なし

d. 作成した TO が図 5.3-5 のようになっていることを確認してください。

図5.3-5 「商品管理」 TO、 「自社情報管理」 TO、 「自社担当者管理」 TO

演習終わり
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第6章 データと索引 ・ 格納

本章は、 データベースの物理設計 （3.1） の最後の章です。
データベースの物理設計では、 第 4 章で実施した FileMaker Pro を使った実際のデータベース定義の他、 次
の事項を検討します。

 • 索引 （インデックス） の登録
 • バイナリデータ （オブジェクトタイプフィールド） の格納方法

これらを検討することは、 カスタム App に求められる応答速度やストレージサイズ制約などの性能要件を満足
するために重要なプロセスです。
例えば、 索引を設定すると検索や関連レコードの取り出しを高速に実行することができますが、 その分、 カスタ
ム App のファイルサイズが肥大します。 また、 バイナリデータをカスタム App の中に格納保存すると可搬性は増
しますが、 当然ながらファイルサイズも大きくなっていきます。
本章では、 これらの FileMaker Pro での設定方法について確認します。 同時にこれらの効果を確認し、 それ
ぞれのカスタム App に最適な設定を検討してください。

6.1 索引
FileMaker Pro では、 フィールドに保存されているデータに索引 （インデックス） を作成することができます。
索引とは、 書籍の最後についている 「索引」 と同じようなもので、 対象のデータを特定するための文字列とそ
の格納場所がセットで管理されているものです。 データベース管理システムでは通常、 目的のデータを高速に検索
するため、 また、 データベースの制約 （主キーがユニークであることなど） を保証するために索引を利用します。
以降、 索引として使う文字列をインデックスキーと呼びます。

6.1.1  FileMaker Pro の索引
FileMaker Pro では、 次の処理で索引を利用しています。

 • フィールドを使用した検索
 • リレーションシップ （関連） を使った関連レコードの取り出し
 • フィールドのデータを使用した値一覧の作成
 • 既存データを使用したオートコンプリート
 • 入力値の制限オプションの [ユニークな値] および [既存値] のチェック
 • [索引一覧] ダイアログからのペーストや [索引から挿入] スクリプトステップでの挿入
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上記のうち、 検索では単語の索引を利用し、 その他では値の索引を利用しています。 単語の索引、 値の索引と
は次のようなものです。

 • 値の索引
テキスト、 数字、 日付、 時刻、 およびタイムスタンプのフィールドと、 これらのタイプの結果が返される計算フィー
ルドに対して作成される索引です。
索引作成対象データの最初の 100 文字をインデックスキーとして使用します。

 • 単語の索引
テキストフィールドと、 テキストタイプの結果が返される計算フィールドに対して作成される索引です。
索引作成対象データから単語相当の文字列を切り出してインデックスキーとして使用します。

日本語の場合は、 上記 2 つの索引に加えてゆるやか値索引とゆるやか単語索引があります。 これらは、 日本
語でのゆるやか検索に利用されます。

ゆるやか検索

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、 日本語のひらがな / カタカナ、 濁音 / 半濁音 / 濁音なし、 拗音と促音のかな / 通常のかな等の表記の揺れ
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。
詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 や FileMaker Pro ヘルプなどを参照してください。

6.1.2  FileMaker Pro の索引設定
FileMaker Pro の索引は、 フィールドに対して [データベース管理] ダイアログの [データの格納] オプションで
設定します。 索引設定で指定できる項目は、 次のものです。

 • なし
フィールドに索引が作成されないようにします。
ただし、 [必要時に索引を自動設定] オプション （後述） をオンにしておくと索引が作成され、 索引設定の表示
も 「最小限」 あるいは 「すべて」 に変わります。

 • 最小限
テキストフィールド、 またはテキストタイプの結果が返却される計算フィールドに対して指定できます。
フィールドに対して上記索引が使用される処理が実行されたときに索引が作成されます。

 • すべて
テキストフィールド、 またはテキストタイプの結果が返却される計算フィールドに対して、 値の索引と単語の索
引の両方が作成されます。 数字、 日付、 時刻、 およびタイムスタンプのフィールドや、 これらのタイプの結果
が返される計算フィールドに対しては、 値の索引が作成されます。

上記に加えて、 次のオプションを指定することができます。
 • [必要時に索引を自動設定] （選択／非選択）
このオプションを選択 （オン） していると、 索引を使用する処理が実行されたときに必要な索引を作成します。
索引設定で 「すべて」 を指定している場合は選択できません。
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 • [デフォルト言語:]
指定した各言語に特有の索引設定 （例えば単語の索引における単語分割方法など） を行います。 索引だけで
なく、 ソートおよびデフォルトの文字フォント設定にも使用されます。
カスタム App ファイルを作成したとき、 オペレーティングシステムの言語設定に基づいて設定されますが、 こ
こで変更することもできます。

デフォルトの索引設定
フィールドを定義したときには、 次のオプションが自動的に設定されます。

 • 索引設定：  「なし」
 • [必要時に索引を自動設定] ： オン

通常は、 この設定を特に変更する必要はありません。 この設定で検索を実行すると索引が作成されて次のよう
に設定が自動的に変わります。

 • 索引設定：   「最小限」 （テキストフィールドあるいはテキスト結果が返される計算
フィールドの場合） 
「すべて」 （上記以外の場合）

 • [必要時に索引を自動設定] ： オン

なお、 現在、 フィールドに設定されている索引は、 [挿入] メニューの [索引一覧...] から [索引一覧] ダイアログ
を表示して確認することができます。 テキストタイプのフィールドの場合は、 [索引一覧] ダイアログで [単語一語で
表示] をチェックすると、 作成されている単語の索引を確認することができます。 （図 6.1-1）

          

図6.1-1 [索引一覧] ダイアログ

フィールドタイプと索引設定
テキストタイプ、 またはテキスト結果が返される計算フィールドは、 索引設定で 「なし」 「最小限」 「すべて」 を
選択することができます。 （図 6.1-2 左）
一方、数字、日付、時刻、タイムスタンプのタイプと、これらのタイプの結果を返す計算フィールドは、索引設定で 「な
し」 あるいは 「すべて」 のどちらかを選択することができます。 「最小限」 はグレー表示されていて選択できません。
（図 6.1-2 右）
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図6.1-2 フィールドの [データの格納] オプション （左 ：テキストタイプ、 右 ：テキストタイプ以外）

索引とファイルサイズ
索引が作成されるとカスタム App のファイルサイズは大きくなります。特に、単語の索引は 1 つのフィールドデー
タに含まれる固有の単語相当の文字列に対して索引が作成されるため、 テキストの量が大きくなると索引も大きく
なり、 それによってファイルサイズも大きくなります。
また、 当然ながら、 レコード数が増加するに従って索引のサイズも大きくなります。

索引の更新
フィールドに保存されているデータがユーザやスクリプトなどにより変更 （入力、 更新、 消去） されると、 索引
が作成あるいは更新されます。 インポートでも索引の作成、 更新が起こります。 また、 レコード削除でも、 不要に
なった索引を削除する処理が実行されます。
大量レコードのデータ更新をしたとき、 カスタム App の応答速度が遅いと感じることがもしあったら、 それは索
引処理のためかも知れません。

索引を作らない設定
索引設定に 「なし」 を選択して [必要時に索引を自動設定] のチェックをオフにすると索引が作成されなくなり
ます。 索引によってカスタム App のサイズが大きくなったり、 索引の更新によって処理速度が遅くなったりするこ
ともありません。
ただし、 この設定をするときは注意が必要です。 検索の応答時間が長くなることがあるだけでなく、 リレーショ
ンシップが正しく機能しなくなる場合があります。
また、 テキストフィールドに対して索引設定を 「最小限」 を選択して [必要時に索引を自動設定] オプションの
チェックをオフにすると、 値の索引あるいは単語の索引のいずれかが作成されなくなります。

索引を設定できないもの
FileMaker Pro では次のフィールドには索引を設定できません。
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 • オブジェクトタイプのフィールド
 • 非保存の計算タイプのフィールド
 • 集計タイプのフィールド
 • グローバル格納を使用するフィールド （4.4）

演習 6-1  索引の確認

フォルダ：演習6_1 使用ファイル： 6_見積作成管理.fmp12

この演習では、 FileMaker Pro の索引について確認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「商品情報」 テーブルには、 テキストタイプの 「商品説明」 フィー
ルドと数字タイプの 「単価」 フィールドがあり、 50 件のレコードが登録されています。 これらのフィールドについて、
索引設定などを確認しましょう。

1  演習ファイルの 「商品情報」 テーブルの定義を確認します。

a. 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。
b. [フィールド] タブで 「商品情報」 テーブルを選択します。
c. 「商品説明」 フィールド （テキストタイプ） のオプションダイアログを開き、 [データの管理] タブ
を表示します。

d. 索引設定のデフォルト設定が 「なし」、 そして [必要時に索引を自動設定] がチェックされている
（オン） ことを確認します。 （図 6.1-3）

図6.1-3 「商品説明」 フィールドの [データの格納] オプション



第6章　データと索引 ・ 格納
　索引　

122

e. [キャンセル] で [フィールドのオプション] ダイアログと [データベースの管理] ダイアログを閉じ
ます。

2  「z_商品情報」 レイアウトで検索を実行します。
a. 「z_商品情報」 レイアウトに切り替えます。
b. 検索モードに切り替えて、 「商品説明」 フィールドに 「コピー」 と入力して検索を実行します。
c. 検索結果が 1 件表示されることを確認します。

3  再度、 「商品情報」 テーブルの定義を確認します。
a. [データベースの管理] ダイアログを表示し、 [フィールド] タブで 「商品情報」 テーブルを選択し
ます。

b. 「商品説明」 フィールドに [索引設定済] と表示されていることを確認します。 （図 6.1-4）

図6.1-4 「商品情報」 テーブルの 「商品説明」 フィールド （検索実行後）

c. 「商品説明」 フィールドのオプションダイアログを開き、 [データの管理] タブを表示します。
d. 索引設定が 「最小限」 に変わっていることを確認します。 （図 6.1-5）
e. [キャンセル] で [フィールドのオプション] ダイアログと [データベースの管理] ダイアログを閉じ
ます。
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図6.1-5 「商品説明」 フィールドの索引設定 （検索実行後）

4  「商品情報」 フィールドの索引の内容を確認します。
a. 「z_商品情報」 レイアウトの 「商品説明」 フィールドにカーソルを入れます。
b. [挿入] メニューの [索引一覧...] を選択し、 [索引一覧] ダイアログを表示します。
c. 索引 （値の索引） のインデックスキーとして、 「商品説明」 フィールドのデータが先頭から登録さ
れていることを確認します。 （図 6.1-6 左）

d. [索引一覧] ダイアログの [単語一語で表示] をチェックし、 単語の索引を表示します。
e. インデックスキーとして 「コピー」 が登録されていることを確認します。 （図 6.1-6 右）
上記ステップ 2 で検索を実行した際にこの単語の索引が作成され、 これを使用してレコードが
検索されました。

f. [キャンセル] ボタンでダイアログを閉じます。
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図6.1-6 「商品説明」 フィールドの索引

演習終わり

6.1.3  計算タイプのフィールドの索引設定
計算タイプのフィールド （計算フィールド） は、 [計算式の指定] ダイアログの [索引オプション...] を使って索引を
設定することができます。 （図 6.1-7）

図6.1-7 [計算式の指定] ダイアログの [索引オプション] 

計算フィールドの [索引オプション] ダイアログには、 [計算結果を保存せず必要時に再計算する] というオプショ
ンがあります。 これをオンにすると、 計算フィールドに計算結果は保存されず、 また索引も保存されません。
なお、 計算タイプのフィールドは、 計算式の中で次のものが参照されていると保存されません （非保存）。 同時に、
上記 [計算結果を保存せず必要時に再計算する] が自動的にオンになり、 ユーザが変更できなくなります。
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 • 関連レコードのフィールド
 • 集計タイプのフィールド
 • 非保存の計算フィールド
 • グローバル格納を使用するフィールド

なお、 非保存の計算フィールドには索引が保存されませんが、 検索実行時など索引が必要な場合にはその都度
作成されます。 このような場合にはパフォーマンス低下 （応答に時間がかかる） などの影響があります。
計算フィールドに対して計算式を作成あるいは変更したときに、 意図せず 「非保存」 になっていないか注意して
ください。 （図 6.1-8）

図6.1-8 [データベースの管理] ダイアログでの 「非保存」 の計算フィールドの表示
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6.2 オブジェクトフィールドと格納
FileMaker Pro のフィールドタイプ （4.1.1） のうち、 オブジェクトタイプは PDF ファイルや画像データ、 スプレッ
ドシートのファイルなどのバイナリデータを保存するためのものです。
バイナリデータとは、 テキストエディタなどで開いて人間が内容を読める形式ではなく、 コンピュータが専用アプ
リを使用して処理するもので、 視覚的、 聴覚的な情報や他のアプリケーションで作成されたデータが収められてい
ます。 このようなデータをオブジェクトタイプのフィールド （オブジェクトフィールド） で保存することで、 カスタム 
App の機能に広がりを与えることができます。
その一方で、 バイナリデータは他のタイプのデータとは異なる性質を持つので、 FileMaker Pro においてバイナ
リデータを扱う際には次の点について検討する必要があります。

 • バイナリデータの格納方法 （保存先、 保存方法）
 • レイアウト上での表示方法 （オブジェクトフィールドに対する書式設定）
 • バイナリデータの入力方法

6.2.1  オブジェクトフィールドについて
オブジェクトフィールドには、 1 つのフィールドに 1 つのファイル （最大 4GB） を格納することができます。 格
納できるファイル形式としては、 例えば次のようなものを含む様々な形式がサポートされています。 詳しくは、
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

 • 写真 （GIF, JPEG/JFIF, PNG, TIFF, HEIF/HEIC, Windows ビットマップなど）
 • オーディオ / ビデオ （AIFF, AVI, MPEG-4, MP3, MPEG, WAV など）
 • ドキュメント （PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word など）

オブジェクトフィールドに対して検索やソートをすることはできません。 代わりに、 オブジェクトフィールドの内容に
関するテキストフィールドなどを定義して検索やソートに利用します。 また、 オブジェクトフィールドに保存されてい
るバイナリデータ （オブジェクトデータ） からメタデータを取り出して別に保存し、 検索やソートに使うこともできま
す （6.2.7）。

6.2.2  オブジェクトデータの保存方法
FileMaker Pro のオブジェクトフィールドに入力されたバイナリデータ （オブジェクトデータ） は、 次の 3 つの
方法で保存することができます。

（1） フィールドに保存する （埋め込み）
（2） FileMaker Pro の管理対象としたまま外部に保存する （外部保存）
（3） ファイルへの参照 （パス） のみを保存する

このうち、 (1) の 「埋め込み」 は、 FileMaker Pro でのデフォルトの保存方法です。
埋め込みによる保存方法には次のような特徴があります。
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 • フィールドに保存されたオブジェクトデータは原則として誰でも表示することができる
 • カスタム App ファイルをモバイルデバイスに保存して FileMaker Go で利用する時など、ネットワー
クがオフラインの状態でも表示することができる
 • 入力されたオブジェクトデータのサイズに応じてカスタム App のファイルサイズも大きくなる
 • サイズが大きいファイルをオブジェクトフィールドに入力 （埋め込み） している最中などに処理が中
断されるとデータベースが損傷する可能性がある

カスタム App で保存するファイルが、 例えば会社のロゴ画像 1 つだけの場合など、 サイズが小さく、 数も少な
い場合にはこの設定で十分です。
デフォルトの設定なので最初は特に設定する必要はありませんが、 [フィールドのオプション] ダイアログの [デー
タの管理] タブで [オブジェクトデータを外部に保存] オプションがオフになっている状態が埋め込みの保存方法を
指定していることになります。 （図 6.2-1）

図6.2-1 オブジェクトデータの保存設定 （埋め込み）

以下の節では、 (2) の外部保存について確認します。
なお、 (3) のファイルへの参照のみを保存する方法を使うと、 カスタム App のファイルサイズは小さくなり、 ま
たレイアウト上にオブジェクトデータの内容を表示することもできます。 しかし、 参照先のファイルを移動したり削除
したりすると、 カスタム App では表示できなくなります。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

6.2.3  オブジェクトデータの外部保存
オブジェクトデータをカスタム App ファイルの外部に保存することができます。
オブジェクトデータを外部保存する設定がされているときには、オブジェクトフィールドにバイナリデータ （ファイル）
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を入力すると、オリジナルのファイルをコピーしたファイルが FileMaker Pro が管理するフォルダ （以下 「管理フォ
ルダ」 と呼びます） に保存されます。
この保存方法は次のような特徴があります。

 • 外部保存されたオブジェクトデータは原則として誰でも表示することができる
 • カスタム App ファイルを共有している場合、 FileMaker Go で表示することができる
 • 入力されたオブジェクトデータのサイズが大きくなってもカスタム App のファイルサイズに影響しない
 • グローバルフィールド （4.4） は外部保存できない

外部保存は、 さらに次の 2 種類の保存方法から選択することができます。
 • セキュア格納 （デフォルト）
オブジェクトデータは管理フォルダに保存される際に暗号化され、 FileMaker Pro のみが読み取ることができ
ます。

 • オープン格納
オブジェクトデータは暗号化されず、 元の形式のままで保存されます。

設定方法
オブジェクトデータの外部保存を設定するには、[フィールドのオプション] ダイアログの [データの管理] タブで [オ
ブジェクトデータを外部に保存] オプションをオンにして、セキュア格納かオープン格納かを選択します。 （図 6.2-2）
保存先を変更したい場合は、 [保存先:] で指定します。

   

図6.2-2 オブジェクトデータの外部保存設定 （左 ：セキュア格納、 右 ：オープン格納）

外部保存先のパス
オブジェクトデータを外部保存する管理フォルダは、 あらかじめ設定された基本ディレクトリの下に作成されます。
基本ディレクトリは、 [保存先:] の横に表示されているものです。 基本ディレクトリは編集したり複数登録して選択し
て利用したりすることができます （6.2.4）。
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セキュア格納とオープン格納は、 それぞれ表 6.2-1 のルールで管理フォルダが作成されます。

表6.2-1 外部保存先のパス

パス 変更

セキュア格納の管理フォルダ 基本ディレクトリ/Secure/ 不可

オープン格納の管理フォルダ 基本ディレクトリ/ （テーブル名） / （フィールド名） / 可

セキュア格納の場合は、 基本ディレクトリの下に 「Secure」 というフォルダが作成され、 さらにその下に必要に
応じて新しいフォルダが作成されます。 オブジェクトデータ （ファイル） はそれらのフォルダ中にランダムに分散さ
れて格納されます。 ユーザが変更することはできません。
オープン格納の場合は、 デフォルトでは基本ディレクトリの下にオブジェクトフィールドが定義されているテーブル
名とフィールド名のフォルダが作成されます。 これは、 [データの格納] タブの [オープン格納] の横のテキストボッ
クスで変更することもできます。 また、 計算式で指定することもできます （演習 6-4）。

外部保存したオブジェクトファイル名
セキュア格納されたオブジェクトファイルは、 ファイル名も意味のない文字列に変更され、 拡張子も付けられてい
ません （演習 6-2 の図 6.2-8 を参照してください）。
オープン格納の場合は、 オブジェクトフィールドに入力する前のファイル名のまま、 管理フォルダに保存されます。
もし同じファイル名で内容の異なるオブジェクトファイルが別のレコードから入力されると、 後から入力されたファイ
ルにシリアル番号が自動的に付与されます。 （図 6.2-3）

図6.2-3 オープン格納の管理フォルダ （ファイル名重複）

オープン格納の場合に、 オブジェクトデータのファイル名に接頭語を付けて保存することもできます。 接頭語は、
管理フォルダの名前の後ろに接頭語＋ 「:」 を付けた形で指定します。 例えば、 図 6.2-4 のように 「"商品情報/商
品画像/2022-:"」 と指定すると、 保存ファイル名に接頭語 「2022-」 が付加されます。
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図6.2-4 オープン格納の保存ファイルに接頭語を付加

演習 6-2  オブジェクトデータの外部保存 （セキュア格納）

フォルダ：演習6_2 使用ファイル： 6_見積作成管理.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに入力するオブジェクトデータをセキュア格納により外部保存する方法を確
認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「商品情報」 テーブルには 50 件のレコードが登録されており、
オブジェクトタイプの 「商品画像」 フィールドには画像ファイルが埋め込み保存 （デフォルト） されています。 この
フィールドに外部保存 （セキュア格納） を設定してみましょう。

1  演習ファイルの当初サイズを確認します。

a. 演習ファイルのサイズを確認します。
ファイルサイズは約 3.7 MB です。 （図 6.2-5）

2  演習ファイルの 「商品情報」 テーブルの定義を確認します。
a. 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。

b. [フィールド] タブで 「商品情報」 テーブルを選択します。
c. オブジェクトタイプの 「商品画像」 フィールドが定義されていることを確認します。

図6.2-5 演習ファイルのサイズの確認

3  「商品画像」 フィールドに外部保存 （セキュア格納） を設定します。
a. 「商品画像」 フィールドの [フィールドのオプション] ダイアログを開き、 [データの格納] タブを表
示します。

b. [オブジェクトデータを外部に保存] オプションをオンにし、 続いて [セキュア格納] を選択します。
（図 6.2-2 の左）

c. [保存先:] に 「[データベースの場所]/6_見積作成管理/」 が選択されていることを確認します。
なお、 複数の基本ディレクトリが設定されていない場合は、 ポップアップメニューには 1 つの基
本ディレクトリしか表示されません （6.2.4）。

d. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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e. [データベースの管理] ダイアログで [OK] ボタンをクリックし、 ダイアログが閉じると共に [オブ
ジェクトデータの転送] ダイアログが表示されることを確認します。 （図 6.2-6）

図6.2-6 [オブジェクトデータの転送] ダイアログ

f. [転送] ボタンをクリックした後、 [転送の概要] ダイアログが表示されます。 [スキップ済み:] （エ
ラー） が 「0」 であることを確認します。 （図 6.2-7）

図6.2-7 [転送の概要] ダイアログ

g. [転送の概要] ダイアログの [ログファイルを開く...] をクリックし、 転送のログを確認します。
h. ログファイルを閉じ、 [OK] で [転送の概要] ダイアログを閉じます。

4  オブジェクトデータがセキュア格納されていることを確認します。
a. 演習ファイルが保存されているフォルダに 「6_見積作成管理」 フォルダが作成されていることを
確認します。 ここが基本ディレクトリに対応します。

b. 「6_見積作成管理」 フォルダの下に 「Secure」 というサブフォルダが作成されていることを確
認します。
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c. 「Secure」 の下のサブフォルダを辿り、 オブジェクトファイルに至るまでのすべてのフォルダ名、
ファイル名が意味のない文字列になっている （暗号化されている） ことを確認します。（図 6.2-8）

図6.2-8 セキュア格納の管理フォルダ

5  「z_商品情報」 レイアウトには特に変化がないことを確認します。

6  演習ファイルのサイズを確認します。
a. 演習ファイルを閉じます。
b. 演習ファイルのサイズを確認し、 当初ファイルサ
イズよりも小さくなっていることを確認します。
セキュア格納設定後のファイルサイズは約 545 
KB です。 （図 6.2-9）

図6.2-9 演習ファイルのサイズの確認 （セキュア格納後）

演習終わり

演習 6-3  オブジェクトデータの外部保存 （オープン格納）

フォルダ：演習6_3 使用ファイル： 6_見積作成管理.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに入力するオブジェクトデータをオープン格納により外部保存する方法を確
認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「商品情報」 テーブルには 50 件のレコードが登録されており、
オブジェクトタイプの 「商品画像」 フィールドには画像ファイルが埋め込み保存 （デフォルト） されています。 この
フィールドに外部保存 （オープン格納） を設定し、 演習 6-2 のセキュア格納の場合と比較してみましょう。
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1  演習ファイルの当初サイズを確認します。

a. 演習ファイルのサイズを確認します。 演習ファイルは演習 6-2 のもとの同じで、 サイズは約 3.7 
MB です。 （図 6.2-5）

2  「商品画像」 フィールドに外部保存 （オープン格納） を設定します。
a. 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、 [フィールド] タブで 「商品情
報」 テーブルを選択します。

b. 「商品画像」 フィールドの [フィールドのオプション] ダイアログを開き、 [データの格納] タブを表
示します。

c. [オブジェクトデータを外部に保存] オプションをオンにします。
d. [保存先:] に 「[データベースの場所]/6_見積作成管理/」 が選択されていることを確認します。
e. [オープン格納] を選択します。 （図 6.2-2 の右）
[オープン格納] の横の管理フォルダ名はそのままにしておきます。

f. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
g. [データベースの管理] ダイアログで [OK] ボタンをクリックし、 ダイアログが閉じると共に [オブ
ジェクトデータの転送] ダイアログが表示されることを確認します。

h. [転送] ボタンをクリックした後、 [転送の概要] ダイアログが表示されます。 [スキップ済み:] （エ
ラー） が 「0」 であることを確認します。

i. [OK] ボタンで [転送の概要] ダイアログを閉じます。

3  オブジェクトデータがオープン格納されていることを確認します。
a. 演習ファイルが保存されているフォルダに 「6_見積作成管理」 フォルダが作成されていることを
確認します。 ここが基本ディレクトリに対応します。

b. 「6_見積作成管理」 フォルダの下に 「z_商品情報」 フォルダ、 その下に 「商品画像」 フォルダ
が作成されていることを確認します。

c. 「商品画像」 フォルダの下にオブジェクトデータが保存されていることを確認します。 （図 6.2-10）
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図6.2-10 オープン格納の管理フォルダ

d. オブジェクトデータのファイル名が可読であること、 そしてファイルを開いて表示できることを確認
します。

4  「商品情報」 レイアウトには特に変化がないことを確認します。

5  演習ファイルのサイズを確認します。
a. 演習ファイルを閉じます。
b. 演習ファイルのサイズを確認し、 当初ファイルサイズよりも小さくなっていることを確認します。

演習終わり

6.2.4  外部保存の基本ディレクトリとサムネールの管理
オブジェクトデータを外部保存する際の基本ディレクトリは、 [オブジェクトの管理] ダイアログで編集したり追加し
たりすることができます。
また、 [オブジェクトの管理] ダイアログでは、 オブジェクトデータのサムネールを保存するよう設定することができ
ます。
[オブジェクトの管理] ダイアログは、 [ファイル] メニューの [管理] > [オブジェクト...] から表示します。
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図6.2-11 [オブジェクトの管理] ダイアログ （[格納] タブ）

基本ディレクトリの編集
基本ディレクトリは、 デフォルトでは次のパスが設定されています。

基本ディレクトリ ： [データベースの場所] /(カスタム App 作成時のファイル名)/

[データベースの場所] はカスタム App ファイルを置いている場所です。 なお、 「（カスタム App 作成時のファイ
ル名）」 の部分は、 カスタム App ファイル作成後にファイル名を変更しても追従して更新されないので注意してく
ださい。
基本ディレクトリを編集するには、 [オブジェクトの管理] ダイアログの [格納] タブで既存の基本ディレクトリを選
択し、 [編集...] ボタンをクリックして [基本ディレクトリを編集] ダイアログを表示します。 [基本ディレクトリを編集] 
ダイアログでは、 相対パス、 完全パス、 ネットワークパスの 3 種類の書式でディレクトリパスを指定することができ
ます。 （図 6.2-12）

図6.2-12 [基本ディレクトリを編集] ダイアログ
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なお、 基本ディレクトリの下の管理フォルダに既にオブジェ
クトファイルが保存されている場合は、 その基本ディレクトリ
を編集することはできません。 [オブジェクトの管理] ダイア
ログで基本ディレクトリを選択して [編集...] ボタンをクリック
しても、 図 6.2-13 のようなエラーメッセージが表示されて 
[基本ディレクトリを編集] ダイアログは表示されません。

図6.2-13 基本ディレクトリ編集時のエラーメッセージ

[オブジェクトの管理] ダイアログの [格納] タブで [新規...] ボタンをクリックすると、 [新規基本ディレクトリ] ダイ
アログが表示されて追加する基本ディレクトリを指定できます （演習 6-4）。
複数の基本ディレクトリが設定されている場合は、 [フィールドのオプション] ダイアログの [データの格納] タブで
外部保存を設定する際に [保存先:] のポップアップメニューで基本ディレクトリを選択できるようになります。

サムネールの保存
FileMaker Pro では、 オブジェクトデータのサムネールを作成してレイアウト上のフィールドに表示します。
デフォルトでは、 カスタム App ファイルを開くたびにレイアウト上のオブジェクトフィールドのサイズに応じたサム
ネールが自動生成され、 ファイルを閉じると破棄されます。 しかし、 サイズが大きい画像などはサムネールを作成
して表示するのに時間がかかるので、 そのような場合に作成したサムネールを保存しておくことも有効です。
サムネールの保存は、 [オブジェクトの管理] ダイアログの [サムネール] タブで設定します。 （図 6.2-14）

図6.2-14 [オブジェクトの管理] ダイアログの [サムネール] タブ

デフォルトの設定値は、 [イメージのサムネールを生成して保存] オプションがオンで、 [一時的な格納] が選択さ
れている状態です。 サムネールを保存しておくには [永続的な格納] を選択します。
ただし、 サムネールであってもストレージの容量を使うので、 その点を考慮して [永続的な格納] か [一時的な
格納] かを選択してください。
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演習 6-4  オブジェクトデータの外部保存 （管理フォルダの変更）

フォルダ：演習6_4 使用ファイル： 6_見積作成管理.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに入力するオブジェクトデータを外部保存する際の基本ディレクトリを追加
する方法を確認します。
さらに、 オープン格納で管理フォルダを計算式で指定する方法を確認します。

1  基本ディレクトリを追加します。

a. 演習ファイルを開いて、[オブジェクトの管理] ダイアログを表示します （[ファイル] メニュー > [管
理] > [オブジェクト...] を選択）

b. [格納] タブで [新規...] ボタンをクリックし、 [新規基本ディレクトリ] ダイアログを表示します。
c. [基本ディレクトリ:] 欄に 「ディレクトリ変更/」 と入力し、 [OK] ボタンで閉じます。 （図 6.2-15）

図6.2-15 新規基本ディレクトリの追加

d. [オブジェクトの管理] ダイアログで、 入力した基本ディレクトリが追加されていることを確認しま
す。 （図 6.2-16）

図6.2-16 追加した基本ディレクトリの確認

e. [OK] ボタンで [オブジェクトの管理] ダイアログを閉じます。



第6章　データと索引 ・ 格納
　オブジェクトフィールドと格納　

138

2  オープン格納の管理ディレクトリを変更します。
a. [データベースの管理] ダイアログを表示し、 [フィールド] タブで 「商品情報」 テーブルを選択し
ます。

b. 「商品画像」 フィールドの [フィールドのオプション] ダイアログを開き、 [データの格納] タブを表
示します。

c. [オブジェクトデータを外部に保存] オプションをオンにします。
d. [保存先:] のポップアップメニューから、 先のステップで作成した基本ディレクトリ 「[データベース
の場所]/ディレクトリ変更/」 を選択します。 （図 6.2-17）

図6.2-17 外部保存の基本ディレクトリの変更

e. [オープン格納] の右下の [指定...] ボタンをクリックして [計算式の指定] ダイアログを表示しま
す。

f. デフォルトの管理フォルダの後に 「商品番号」 フィールドを追加する計算式 （図 6.2-18） を設
定し、 [計算式の指定] ダイアログを閉じます。

g. [オープン格納] の右横に [計算式の指定] ダイアログで設定した式が表示されていることを確認
します。

h. [OK] ボタンをクリックして [フィールドのオプション] ダイアログを閉じます。
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図6.2-18 計算式による管理フォルダの指定

3  オブジェクトデータの外部格納された場所を確認します。
a. [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。
b. 表示された [オブジェクトデータの転送] ダイアログで [転送] ボタンをクリックします。
c. [転送の概要] ダイアログで [スキップ済み:] （エラー） が 「0」 であることを確認し、 [OK] ボタ
ンでダイアログを閉じます。

d. 演習ファイルと同じ場所に 「ディレクトリ変更」 というフォルダ （基本ディレクトリ） が作成され
ていることを確認します。

e. 基本ディレクトリの下に 「z_商品情報」、 その下に 「商品画像」 というフォルダが作成され、 さ
らにその下に 「商品番号」 フィールドの値に対応するフォルダが作成されていることを確認します。

f. 商品番号に対応するフォルダの下に 「商品画像」 フィールドのオブジェクトファイルが保存されい
てることを確認します。 （図 6.2-19）

図6.2-19 計算式で指定したオープン格納の管理フォルダ

このようなフォルダ構成にすることによって、 「商品画像」 の元のオブジェクトファイル名が重複する場合でもファ
イル名が変更 （シリアル番号が付加） されることなく管理することができるようになります。

演習終わり
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6.2.5  オブジェクトフィールドに対する書式設定
バイナリデータが入力されたオブジェクトフィールドに
対して、 その内容をレイアウトでどのように表示するか
（書式） を設定することができます。
オブジェクトフィールドの書式は、 他のデータタイプの
場合と同様に、 レイアウトモードでインスペクタ内の [デー
タ] タブの [データの書式設定] から設定します。 （図 
6.2-20）
特に、 JPEG や PNG などのイメージファイルや、
PDF や MP3 形式のインタラクティブコンテンツの場合
は、 [次の用途に最適化] オプションでその用途に応じた
書式を設定することができます。 書式設定に応じて、 オ
ブジェクトフィールド上で右クリックしたときに表示される
ショートカットメニューの項目も異なってきます。

次の演習 6-5 で書式設定の違いによるオブジェクト
フィールドの表示の違いを確認してください。

図6.2-20 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定]

演習 6-5  オブジェクトフィールドの書式設定による表示の違いの確認

フォルダ：演習6_5から7 使用ファイル： 6_オブジェクト表示.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに対する書式設定の違いによって、 オブジェクトデータの表示がどのように
変わるかを確認します。
演習ファイルには、 「バイナリデータ」 フィールドに JPEG、 GIFF、 PDF、 MP4 ファイルがそれぞれ入力された
レコードが登録されています。 これらを、 異なる書式を設定したオブジェクトフィールドでどのように表示されるか
を確認してみましょう。

1  演習ファイルを確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 [データベースの管理] ダイアログを開きます。
b. [フィールド] タブを開いて、「テーブル」 テーブルにオブジェクトタイプの 「バイナリデータ」 フィー
ルドが定義されていることを確認します。

c. [キャンセル] 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。

2  「テーブル」 レイアウトの 2 つのオブジェクトフィールドに書式を設定します。
a. 「テーブル」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 左側の 「バイナリデータ」 フィールドを選択し、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式
設定] で [次の用途に最適化] のうち [イメージ （JPEG、PNG、BMP など）] を選択します。 （図 
6.2-21）
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図6.2-21 オブジェクトフィールドの書式設定 （イメージに最適化）

c. 右側の 「バイナリデータ」 フィールドを選択し、同じく [次の用途に最適化] のうち [インタラクティ
ブコンテンツ （PDF、 MP3 など） ] を選択します。 （図 6.2-22）

図6.2-22 オブジェクトフィールドの書式設定 （インタラクティブコンテンツに最適化）

d. レイアウトを保存してブラウズモードに戻ります。

3  「テーブル」 レイアウトで書式設定によるオブジェクトフィールドの表示の違いを確認します。
a. 1 ～ 2 番目のレコードの 「バイナリデータ」 フィールドには静止画像 （JPEG と GIFF） が入力
されています。 レイアウト上で左右のフィールドの表示に特に違いがないことを確認します。

b. 3 番目のレコードの 「バイナリデータ」 フィールドには PDF ファイルが入力されています。 右側
の表示はスクロールが可能で 2 ページ目が表示されることを確認します。 （図 6.2-23）
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図6.2-23 オブジェクトフィールドの書式設定の違いによる表示の違い （PDF ファイル）

c. 4 番目のレコードの 「バイナリデータ」 フィールドには MP4 ファイル （動画） が入力されてい
ます。 左側はアイコンのみが表示されているのに対し、 右側は動画を再生できることを確認しま
す。 （図 6.2-24）

図6.2-24 オブジェクトフィールドの書式設定の違いによる表示の違い （動画ファイル）
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4  書式設定によるオブジェクトフィールドのショートカットメニューの違いを確認します。
a. 1 番目のレコードの 「バイナリデータ」 フィールド （JPEG ファイルが入力済） に対し、 左右の
オブジェクトフィールド上で右クリックしてショートカットメニューを表示します。

b. 左側の 「静的コンテンツに最適化」 の方は [PDF を挿入...] がグレー表示になっているのに対
して右側の 「インタラクティブコンテンツに最適化」 では普通に表示されている他、右側には [オー
ディオ/ビデオを挿入...] があるなど、メニュー項目が異なることを確認してください。（図 6.2-25）

図6.2-25 ショートカットメニュー項目の違い

c. 2 番目のレコード （GIFF ファイル）、3 番目のレコード （PDF ファイル）、4 番目のレコード （MP4 
ファイル） についても、 それぞれ左右のオブジェクトフィールドでどのようにメニュー項目が異な
るか、 確認してみてください。

演習終わり

6.2.6  オブジェクトデータの入出力
オブジェクトフィールドへバイナリデータを挿入するには、 次の方法があります。
1. メニューから挿入する
[挿入] メニューから挿入します。

2. ショートカットメニューから挿入する
オブジェクトフィールドを選択して、 右クリックで表示されるショートカットメニューから挿入します。

3. その他
ドラッグ & ドロップで挿入したり、 スクリプト （[ファイルを挿入] スクリプトステップ） で挿入したりすること
ができます。
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上記方法 1 および 2 の場合、 レイアウト上のオブジェクトフィールドに設定されている書式 （6.2.5） によって
表示されるメニュー項目が異なります （図 6.2-26）。 オブジェクトデータの種類に応じて適切なものを選択してく
ださい （演習 6-6 参照）。

図6.2-26 ショートカットメニュー項目の違い

オブジェクトフィールドの書式設定、 挿入するオブジェクトファイルの種類、 および選択するメニュー項目ごとの表
示の違いについては、 FileMaker Pro ヘルプ （「オブジェクトフィールドのデータの操作」） を参照してください。

オブジェクトデータの挿入をボタン操作だけに制限する
カスタム App の使い方によっては、 ユーザがオブジェクトフィールドに直接挿入する方法を禁止したい場合があ
るかもしれません。
オブジェクトフィールドへの挿入を、 スクリプトが割り当てられたボタンをクリックしたときだけに制限するには次
のように処置します。

（1） レイアウトからのオブジェクトフィールドへの挿入を禁止 （インスペクタの [データ] タブ）
（2） オブジェクトフィールドへの挿入用スクリプトを作成
（3） オブジェクトフィールドが配置されたすべてのレイアウトに挿入用スクリプトを割り当てたボタンを配置

さらにオブジェクトフィールドへ挿入することができるユーザを制限したい場合には、 アクセス権セット （13.3）
を使ってスクリプトを実行できるユーザを限定することもできます。
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オブジェクトフィールドからオブジェクトデータを取り出す
レイアウト上のオブジェクトフィールドからオブジェクトデータを取り出すには、 次の 2 つの方法があります。
1. ショートカットメニューからエクスポートする
オブジェクトフィールドを選択して、 右クリックで表示されるショートカットメニューの [フィールド内容のエクス
ポート...] を選択します。

2. スクリプトでエクスポートする
[フィールド内容のエクスポート] スクリプトステップを使ってエクスポートします。

レコードのインポートとエクスポート
他のファイルとレコードをインポート / エクスポートする際に、 オブジェクトフィールドに保存されたデータもイン
ポートおよびエクスポートすることができます。
インポートは、 FileMaker Pro のファイル （fmp12） 同士であればオブジェクトフィールドを含むテーブルからイ
ンポートすることができます。
エクスポートは、 FileMaker Pro 形式を指定した場合のみ、 オブジェクトフィールドをエクスポート対象に指定す
ることができます。

演習 6-6  オブジェクトフィールドの入出力

フォルダ：演習6_5から7 使用ファイル： 6_オブジェクト表示.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドにバイナリデータを挿入する方法とオブジェクトフィールドからオブジェクト
データ （バイナリデータ） を出力する方法について確認します。
演習ファイルは、 演習 6-5 （オブジェクトフィールドに書式設定） 終了後ものか、 「6_オブジェクト表示_完了
後.fmp12」 を使用してください。

1  演習ファイルを開いて、 「テーブル」 レイアウトが表示されていることを確認します。

2  バイナリデータ （PDF ファイル） の入力方法による表示の違いを確認します。
a. 新規レコードを作成します。
b. 左右どちらかのフィールドを選択して右クリックし、 ショートカットメニューの [ファイルを挿入...] 
を選択します。 （図 6.2-27）
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図6.2-27 ショートカットメニュー [ファイルを挿入...] で挿入

c. ファイル選択ダイアログで演習フォルダの中のサンプルファイル 「PDFsample.pdf」 ファイルを
選択し、 [挿入] ボタンをクリックします。 （図 6.2-28）
もしサンプルファイルが見つからない場合は、 適当な PDF ファイルを挿入してください。

図6.2-28 PDF ファイルを挿入

d. 「テーブル」 レイアウトの両方のフィールドに、 PDF ファイルのアイコンとファイル名が表示される
ことを確認します。 ファイルの内容は表示されません。 （図 6.2-29）
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図6.2-29 ショートカットメニュー [ファイルを挿入...] で挿入した PDF ファイルの表示

e. 再度、 新規レコードを作成します。
f. 左側のオブジェクトフィールドを選択して、 ショートカットメニューの [ピクチャを挿入...] を選択し、
同じサンプルファイル 「PDFsample.pdf」 を挿入します。

g. 今度は、 左側に PDF ファイルの最初のページの画像、 右側に PDF ファイル （スクロール可能）
が表示されることを確認します。 （図 6.2-30）

図6.2-30 ショートカットメニュー [ピクチャを挿入...] で挿入した PDF ファイルの表示
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3  オブジェクトフィールドのデータを書き出す方法を確認します。
a. 最初 （1 番目） のレコードに移動します。
b. 左右どちらかのフィールドを選択します。
c. 右クリックでショートカットメニューを表示し、 [フィールド内容のエクスポート...] を選択します。
d. 適切な場所を選択して保存します。 （図 6.2-31）

図6.2-31 ショートカットメニュー [フィールド内容のエクスポート] でファイル書き出し

e. 指定した場所にオブジェクトデータのファイルが保存されていることを確認します。

演習終わり

6.2.7  オブジェクトデータのメタデータの取得
オブジェクトフィールドに挿入したオブジェクトデータは、 計算式や集計タイプフィールドから参照できますが、 デー
タそのものを対象として検索やソートをすることはできません。
その代わりに、 オブジェクトデータからメタデータを取り出して別フィールドに保存し、 検索やソートに利用できる
ことがあります。
メタデータとは、 データについてのデータで、 データそのものの属性や関連情報をいいます。 例えば、 写真の 
JPEG データの場合は、 写真そのものではなく、 写真を撮った日時やデジタルカメラの情報、 JPEG データの高さ
と幅、 ディスクスペースなどの付加的な情報のことです。
なお、 メタデータはすべてのオブジェクトデータが保持しているとは限りません。 デジタルカメラで撮影した場合
はメタデータが EXIF (Exchangeable Image File format) 情報として保存されていますが、 画像編集アプリな
どで EXIF 情報が編集、 削除されている場合もあります。
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メタデータの取得
FileMaker Pro でオブジェクトデータのメタデータを取得するには、 GetContainerAttribute 関数 （9.4.5）
を使用します。 GetContainerAttribute 関数の構文は、 次のとおりです。

GetContainerAttibute ( ソースフィールド ; 属性名 )

引数 「属性名」 には、 メタデータのグループ属性を表す文字列を指定します。 表 6.2-2 は、 指定できるグルー
プ属性とそれに対応する戻り値のデータです。 詳しい内容については、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

表6.2-2 GetContainerAttribute 関数のグループ属性と戻り値

グループ 属性名 戻り値のデータ

All all すべてのグループ属性のデータ

General general
オブジェクトフィールドに挿入されたファイルの名前、 オブジェクトフィールドで
のデータの保存方法 （埋め込み / セキュア格納 / オープン格納など）、 ファイ
ルサイズ、 など

Audio audio オーディオのタイトル、 演奏者名、 アルバム名、 発売年、 トラック番号とカウン
ト数、 ジャンル、 作曲者、 所要時間など。 （MP3 およびM4A ファイルのみ）

Image image イメージの幅、 高さ、 水平 DPI、 垂直 DPI など

Photo photo 写真の向きを示す数字と説明、 タイムスタンプ、 撮影場所の緯度経度、 カメラ
の製造元、 カメラの型など。 （JPEG ファイルと TIFF ファイルのみ）

Barcode barcode バーコードの内容、 種類

Signature signature 署名が挿入された時刻のタイムスタンプ

グループ属性のうち 「General」 は、 オブジェクトフィールドに入力されているファイルの種類に関わらず、 共通
に使用できるメタデータです。引数 「属性名」 に "general" を指定したときに返される値を表 6.2-3 にまとめます。
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表6.2-3 General グループの戻り値

属性 返される値 データタイプ

filename オブジェクトフィールドに挿入されたファイルの名前 テキスト

MD5 オブジェクトフィールドに挿入されるファイルに暗号化ハッシュ関数 MD5 を
適用した結果 テキスト

storageType

オブジェクトフィールドのデータの保存方法：
 • Embedded: 埋め込み
 • External (Secure): 外部保存 （セキュア格納）
 • External (Open): 外部保存 （オープン格納）
 • File Reference: ファイル参照
 • Text: テキスト

テキスト

fileSize オブジェクトフィールドに挿入されたファイルのサイズ （バイト） 数字

internalSize オブジェクトフィールドが占めるデータベースファイル内のサイズ （バイト） 数字

externalSize
オブジェクトフィールドによって外部に保存されるサイズ （バイト）。
ファイル参照を使用するファイルのサイズ、 またはオブジェクトフィールド内
のすべてのファイルの合計サイズ （オープンまたはセキュア格納）

数字

externalFiles オブジェクトフィールドに関連付けられた外部ファイルの一覧 （オープンまた
はセキュア格納、 あるいはファイル参照を使用するファイル） テキスト

演習 6-7  データビューアを使ったオブジェクトデータのメタデータの確認

フォルダ：演習6_5から7 使用ファイル： 6_オブジェクト表示.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに挿入されたオブジェクトデータのメタデータをデータビューア （10.2.3）
で確認します。 データビューアでは、オブジェクトフィールドに対して GetContainerAttribute 関数 （9.4.5） を使っ
てその戻り値を表示します。
この演習で GetContainerAttribute 関数でどのような情報が取得できるかを確認しながら、 実際のカスタム 
App の開発において利用方法 （関数の戻り値を別のフィールドを保存するなど） を検討してください。
演習ファイルは、 演習 6-5 終了後のものか、 「6_オブジェクト表示_完了後.fmp12」 を使用してください。
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1  演習ファイルを開き、 データビューアを表示します。

a. 演習ファイルを開きます。
b. [ツール] メニューの [データビューア] を選択して、 データ
ビューアが表示されることを確認します。 （図 6.2-32）

2  データビューアにメタデータ （General グループ） を監視する
式を設定します。
a. データビューアの [監視] タブを開き、 [+] ボタンをクリッ
クして [式の編集] ダイアログを表示します。

b. [式:] に次の計算式を入力します。

GetContainerAttribute ( テーブル::バイナリデータ ; "general" )

c. [自動的に評価する] をオンにします。
d. [結果:] に表 6.2-3 の属性に対する値が表示されることを確認します。 （図 6.2-33）
e. [監視] ボタンをクリックして [式の編集] ダイアログを閉じます。

図6.2-32 データビューア

図6.2-33 [式の編集] ダイアログ

3  データビューアで別のレコードのメタデータを確認します。
a. データビューアを表示したまま、 「テーブル」 レイアウトで別のレコードに移動します。
b. データビューアの [値] 欄に異なるメタデータが表示されることを確認します。 （図 6.2-34）
（データビューアのサイズを横方向に広くすると値が見やすいです。）
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図6.2-34 各レコードのメタデータの確認

4  データビューアに別のメタデータ （All） を監視する式を追加します。
a. データビューアの [+] ボタンをクリックして [式の編集] ダイアログを表示します。
b. [式:] に次の計算式を入力します。

GetContainerAttribute ( テーブル::バイナリデータ ; "all" )

c. [結果:] に General グループ属性 （[General] 以下） だけでなく、 [Image] や [Photo] など
他の属性も表示されることを確認します。
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図6.2-35 All グループ属性の確認

d. [監視] ボタンをクリックして [式の編集] ダイアログを閉じます。

5  データビューアで別のレコードのメタデータを確認します。
a. 別のレコードに移動し、 上で登録した式をダブルクリックして [式の編集] ダイアログを表示して
内容の違いを確認します。

b. 例えば、 1 番目のレコードには Photo グループ属性 （[Photo]） が表示されますが、 2 番目の
レコードには表示されないことを確認します。
これは、 Photo グループ属性は JPEG ファイルと TIFF ファイルのみに対応しているところ、 1 
番目のレコードには JPEG ファイルが、 2 番目のレコードには GIFF ファイルが入力されている
ためです。

6  データビューアに別のメタデータ （General / filename） を監視する式を追加します。
a. データビューアの [+] ボタンをクリックして [式の編集] ダイアログを表示します。
b. [式:] に次の計算式を入力します。

GetContainerAttribute ( テーブル::バイナリデータ ; "filename" )

c. [結果:] に General グループ属性の中の 「filename」 のみが表示されることを確認します。
d. [監視] ボタンをクリックして [式の編集] ダイアログを閉じます。
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7  データビューアで別のレコードのメタデータを確認します。
a. 別のレコードに移動して、 データビューアの [値] 欄で上記計算式の結果の違いを確認します。

図6.2-36 filename 属性 （General） の確認

演習終わり
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第7章 画面の設計

カスタム App のデータベース設計がある程度できたら、 必要な画面を設計します。
ユーザがカスタム App と接するのは、 原則として画面です。 ユーザは画面を通してデータを確認し、 またデー
タを入出力するので、 画面にどのようなデータをどのように配置し、 どのような機能を持たせるかはとても重要です。
一般的な画面設計、 すなわちユーザインタフェース設計の方法については多数の専門書があるので、 本章では
ごく簡単に、 カスタム App の画面、 すなわちレイアウトの設計方法について確認します。

7.1 画面設計の進め方
画面の色やデザイン、 各レイアウトオブジェクトの配置については、 多くのユーザが好みやこだわりを持つため、
画面仕様の決定には時間がかかることがあります。 見た目も重要ですが、 オブジェクトの位置や配色などの微調整
は後でも可能なので、 まずは全体を決めることを優先させます。
画面には大きく分けて次の 2 つの役割があります。

 • 見た目の表示と操作を提供する
 • 機能 （ビジネスロジック） を実行して結果を提供する

したがって、 画面設計では 「その画面で何を入出力するか、 そのためにどのような機能が必要か」 を検討します。
ここでは、 要件定義 （第 2 章） と構造設計 （第 3 ～ 6 章） の内容を使って画面内容、 画面の機能、 画面遷
移などを検討し、 主に次の内容を決定します。

（1） 必要な画面
（2） フィールド項目やレイアウトオブジェクトの配置
（3） 画面の遷移
（4） 画面ごとの機能
（5） 画面の入出力項目
（6） 画面の共通要素 （ヘッダ / フッタの内容など）

画面設計では自由な発想が大事ですが、 カスタム App の設計では FileMaker Pro を使ってどのようなレイア
ウトを作ることができるのかを知っておくと、 より確実なデザインが可能です。 「Claris FileMaker ガイドブック - 
➀ 基礎編」 などを参照して、 基本的なレイアウトデザインツールについて確認しておくことをお勧めします。
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プロトタイプの評価
カスタム App 開発の工程でデザイン案 （プロトタイプ） をユーザに見てもらって、 わかりやすさや使いやすさを
評価してもらうことはとても有効です。 FileMaker Pro では簡単にレイアウトを作成 ・ 修正することができるので、
プロトタイプへの感想や意見を集めて何度も改修することができます。
時には、 プロトタイプを見てそれまでの要望に無かった新しい要件や機能を求められることもあります。 実際に
カスタム App を使う場面が想像しやすくなり、 別の意見やアイディアや出てくるのです。 それは、 ユーザにとって
使いやすいものを作るという観点から、 素晴らしいことです。
しかし、 同時に次の点も慎重に考えて、 実装するかどうかを検討する必要があります。

 • それは企画段階で決定した目的を達成するために必要なものか
 • それを実現するためにこれまでの設計にどれくらいの変更が発生するか
 • それを実現するために必要なリソース （開発に要する時間、 追加機材など） はどれくらいか

これらについて必要に応じて関係する人たちへのインタビューを実施し、 実装することが決まれば要件定義をして
設計内容を更新します。
注意すべきことは、 その設計変更が誰にとって良いことかを明らかにしておくことです。 一部のユーザにとってメ
リットがあっても、 他のユーザにとってのデメリットが上回るかもしれません。
もちろん、 全体のスケジュールに影響があるかどうかも確認します。
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7.2 画面の検討

7.2.1  画面一覧の作成
最初に、 必要な画面を暫定的に考えます。 業務フローのどこでカスタム App を使用し、 そのときにどのような
画面が必要かを考えて一覧にします。
例えば、 これまでの演習で使ってきた 「見積作成管理システム」 では、 テーブルオカレンスグループ （TOG）
を検討したときに （5.1.2）、 システムに必要な機能とシステムのメニュー画面 （図 7.2-1） を考えました。 これも
画面一覧を検討する材料になります。

図7.2-1 「見積作成管理システム」 のメニュー画面イメージ （図 5.1-2 再掲）

画面一覧は、システムの機能ごとに業務フローを考えながら検討します。 表 7.2-1 は、 「見積作成管理システム」
の 5 つのメニュー項目 （機能） のうち、 「見積管理」 機能について作成した画面一覧の例です。

表7.2-1 「見積管理」 機能の画面一覧

画面名 レイアウト種類 画面の機能

1
見積登録画面 フォーム形式  • 新規見積作成

 • 見積項目自動入力 （一部）
 • 見積項目入力
 • 見積書印刷／メール添付送信

2
見積検索画面 フォーム形式  • 検索条件入力

 • 検索実行
 • 検索中止

3 見積一覧画面 リスト形式  • 見積情報表示 （複数）

4
見積作業画面 フォーム形式  • 新規見積複数作成

 • 見積項目入力
 • 見積書印刷／メール添付送信

5 見積書 （帳票） フォーム形式 -

6 見積書 （PDF） フォーム形式 -
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表 7.2-1 にある 「レイアウト種類」 は、 その画面でユーザが一度に扱うデータが 1 件か複数件かを考えて決定
します。 一度に 1 件ずつであればフォーム形式が適していますが、 一度に複数件を対象に作業するのであればリス
ト形式またはフォーム形式を選択します。 多くの場合はリスト形式が適切ですが、 連続で入力するための画面であ
ればフォーム形式が良いかもしれません。
同様に、 メニュー画面 （図 7.2-1） のその他のボタンに対応する画面についても、 業務フローを考えながら画面
一覧を作成します。
メニュー画面 （ホーム画面） そのものを一覧に追加するのもお忘れなく。

7.2.2  画面遷移の検討
必要な画面の一覧を作成したら、 その画面をどのような順番で表示するか （画面遷移） を検討します。
前節では業務フローから必要な画面を考えましたが、 画面遷移を考えながら、 複数の画面を一つにできないか、
あるいはその画面が本当に必要かどうかも考えます。
例えば、 前節で検討した 「見積管理」 機能の画面 （表 7.2-1） のうち、 「見積登録画面」 と 「見積作業画
面」 は同じ画面で十分と考えられます。 また、 「見積書 （帳票）」 と 「見積書 （PDF）」 は、 見積書を印刷するか 
PDF 出力するかどうかの違いなので同じレイアウトで対応できます。
このような検討をしつつ、 画面遷移を検討します。 画面遷移は流れ （フロー） ですが、 起動時に表示される画
面 （ホーム画面） を中心として次の画面に遷移し、 元の画面に戻ることもあります。 これまでに考えた画面をユー
ザがどのように行き来するのかを、 わかりやすく画面遷移図にまとめます。
画面遷移図は検討の過程で何度も描き直すことが多いので、 最初は手書きでさっと作成するといいかも知れませ
ん。 ユーザに確認を取る場合は、 図が描けるアプリケーションや専用ツールで描き直すと良いでしょう。
表 7.2-2 は、 「見積作成管理システム」 について画面遷移を考えながら更新した画面一覧、 図 7.2-2 はそれ
ら画面の画面遷移図の例です。

表7.2-2 「見積作成管理システム」 の画面一覧

No. 画面名 No. 画面名 No. 画面名

1 見積登録 ・ 作業画面 6 顧客検索画面 11 アカウント情報登録 ・ 作業画面

2 見積検索画面 7 顧客一覧画面 12 自社情報管理画面

3 見積一覧画面 8 商品登録 ・ 作業画面 13 ホーム画面

4 見積書 （帳票） （印刷 / PDF） 9 商品検索画面 - -

5 顧客登録 ・ 作業画面 10 商品一覧画面 - -
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図7.2-2 「見積作成管理システム」 の画面遷移図の例

ユーザと画面について打ち合わせをする場合は、 7.2.3 節で作成するワイヤーフレームやモックアップと共にこの
画面遷移図を使います。 画面遷移図を使うことによって、 現在検討している画面がどれかを分かりやすくします。
画面に管理番号を付与するとシンプルに管理することができます （この番号はレイアウト番号ではなく、 あくまでも
設計上の管理番号です）。

7.2.3  画面配置の検討
画面一覧の作成に続いて、 各画面の配置、 すなわち FileMaker Pro のレイアウト上でのフィールド項目やレイ
アウトオブジェクトの配置について検討します。
画面の配置は次の 2 段階で検討します。

（1） 大まかに何をどこに配置するかを考える
→　ワイヤーフレームの作成

（2） フィールド項目やボタンなどレイアウトオブジェクトの配置を詳細に考える
→　モックアップの作成
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各段階での検討結果は画面遷移図 （7.2.2） と共にユーザに見せてフィードバックをもらい、 必要に応じて修正し
ていきます。

ワイヤーフレームの作成
画面の配置を決める際は、 最初に大まかに何をどこに配置するかを考え、 簡単な枠や線でイメージを作成します。
このイメージをワイヤーフレームといいます。 ワイヤーフレームは、 手書きでも、 図が描けるアプリケーションでも、
自分が使いやすいものを使って作成します。
この段階でユーザと打ち合わせをするときには、 画面に必要な要素と大まかなデザインをユーザと確認し、 認識
を共有します。 7.2.2 節で作成した画面遷移に従って紙芝居のように提示するとわかりやすいでしょう。
FileMaker Pro 上では、 この段階で主に次の 4 点を確認 ・ 検討します。

 • どのクライアントで使用するか （デスクトップ、 iPad / iPhone、 その他）
 • レコードをどのように表示するか （フォーム形式、 リスト形式、 一覧 / 詳細レイアウト）
 • どのレイアウトパートを配置するか （ヘッダパート、 フッタパートなど）
 • どのようなレイアウトオブジェクトを使うか （タブ / スライドパネル、 ポータル、 ボタンバーなど）

上記のうち、 一覧 / 詳細レイアウトとは、 1 つのレイアウト上に、 データの一覧と、 一覧で選択されたデータの詳
細を同時に表示するレイアウトのことです。 詳しくは 8.6.2 節を参照してください。
図 7.2-3 は 「見積作成管理システム」 の 「商品情報管理」 機能に対応する画面のワイヤーフレームの例です。
一覧 / 詳細レイアウトを想定しています。

図7.2-3 「商品情報管理」 機能の画面用ワイヤーフレームの例
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モックアップの作成
ワイヤーフレームで大まかな配置を決めたら、 フィールド項目やボタンなどレイアウトオブジェクトの配置を検討し
ます。 このときに作成するイメージをモックアップと呼ぶこともあります。
この段階では、 モックアップを使って画面の機能や動作をユーザと確認します。 ワイヤーフレームのときと同様に、
画面遷移に従って紙芝居のように提示すると効果的でしょう。
業務フローの中でどのような画面を使用するのかを検討すると、 次の点がはっきりとわかるようになります。

 • 画面ごとに必要な機能や制約
 • 画面ごとに必要な入出力項目

この点について例を挙げてみましょう。 図 7.2-4 は、 「見積作成管理システム」 の 「商品情報管理」 機能に対
応する画面のモックアップの例です。

図7.2-4 「商品情報管理」 機能の画面用モックアップの例

図 7.2-4 の画面例では、「商品情報」 と 「見積情報」 の 2 つのテーブルの項目を配置しています。 1 つの 「商
品」 に対してその 「商品」 を明細に含む 「見積情報」 は一般に複数あり、 その数は決まっていないことから、 「商
品情報」 はポータルとして配置しています （図右下）。
しかし、実際には業務上の理由から表示内容に制約があることがあります。 例えば、多品種少量生産の商品を扱っ
ている場合に、 「1 つの商品が 10 以上の見積書に含まれることはない」 といった実績に基づく制約があるかもし
れません。 このような情報は、 出力 （印刷や PDF 出力） 時の書式に影響を受けます。
また、 「見積作業」 の画面では、 「1 つの見積書の合計金額が 1,000 万円を超えてはならない」 といった業務
上のルールがあるかもしれません。 このような制約は、 画面上の機能で制限すべきものです。
このような制約が要件定義時に明確化されていなければ、 画面設計のときにヒアリングするなどして確認します。
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7.3 モバイルデバイスの画面設計
7.3.1  モバイルデバイスで実施する作業の確認
カスタム App を iPad や iPhone などのモバイルデバイスから利用する場合は、 まず、 「どの作業をモバイル
デバイスで実施するか」 を決定します。
7.2.1 および 7.2.2 節では業務フローを念頭にカスタム App に必要な画面と画面遷移を検討しましたが、 この
中でオフィスの外でモバイルデバイスを使って行う作業、 行わない作業を確認します。
例えば、演習の 「見積作成管理システム」 では、「見積管理」 に関する作業は外出先でもできると便利です。 「顧
客管理」 のうち、 新しい顧客を外出先で登録することもありそうです。 しかし、 「自社情報管理」、 「アカウント管理」
は外出先で作業できなくても良いと考えられます。 「商品管理」 については、 商品情報の管理作業はできなくても
商品情報の閲覧はできた方が良いでしょう。
このような検討を元に、 モバイルデバイス用の画面とその画面遷移を検討します。

7.3.2  モバイルデバイス用の画面の検討
モバイルデバイスで使用する画面は、 デスクトップで使用する画面と同じだと、 画面が狭い分、 煩雑な印象にな
りがちです。 また、 同じ画面の中でも外出先では使わない機能があったり、 モバイルデバイスでのみ必要な機能が
あったりするかもしれません。
したがって、 モバイルデバイスで使用する画面はデスクトップで使用する画面と共通の内容にするのではなく、 そ
れぞれの画面の大きさ、 使い方を考慮して別々のレイアウトを作成するようにします。
表 7.3-1 は 「見積作成管理システム」 について検討した画面一覧 （表 7.2-2） にモバイルデバイス用の画面
（No. 14 ～ 21） を追加したもの、 また、 図 7.3-1 はモバイルデバイスの画面遷移図の例です。 外出先で実施す
る作業を検討した結果、 実装する画面はデスクトップ用のものよりも少なくなっています。

表7.3-1 「見積作成管理システム」 の画面一覧 （モバイル用追加後）

No. 画面名 No. 画面名 No. 画面名

1 見積登録 ・ 作業画面 8 商品登録 ・ 作業画面 15 モバイル／見積検索画面

2 見積検索画面 9 商品検索画面 16 モバイル／見積一覧画面

3 見積一覧画面 10 商品一覧画面 17 モバイル／顧客登録 ・ 作業画面

4 見積書 （帳票） （印刷 / PDF） 11 アカウント情報登録 ・ 作業画面 18 モバイル／顧客検索画面

5 顧客登録 ・ 作業画面 12 自社情報管理画面 19 モバイル／顧客一覧画面

6 顧客検索画面 13 ホーム画面 20 モバイル／商品閲覧画面

7 顧客一覧画面 14 モバイル／見積登録 ・ 作業画面 21 モバイル／ホーム画面
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図7.3-1 「見積作成管理システム」 のモバイルデバイス用画面遷移図の例
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7.4 画面の共通要素
どの画面も同じように構成されていると、 カスタム App に統一感を出すことができ、 ユーザが 「同じカスタム 
App を使用している」 と意識することができます。
FileMaker Pro では、 各画面はフォーム形式かリスト形式かのいずれかになります。 これらの画面に共通のレ

イアウトパートを使用することによって、 統一感を増すことができます。

7.4.1  共通のレイアウトパート構成
画面レイアウトは大きく分けて、「ヘッダ要素」 「ボディ要素」 「フッタ要素」 の 3 つの要素で考えることができます。
FileMaker Pro のレイアウトは複数のレイアウトパートに分かれており、 それぞれのパートの特徴を使ってこれらの
要素を実現することができます。 （図 7.4-1）
以下、 画面要素と FileMaker Pro のレイアウトタイプについて確認します。

ヘッダ要素
ヘッダ要素は、 特に注目して欲しい情報を提示したり、 画面遷移やアクションを実行するボタンを配置したりす
るための要素です。 何も配置しないこともありますし、 ヘッダ要素自体を使用しないこともあります。
ヘッダ要素を細分化して、 画面遷移のための 「ナビゲーション」 のための部分と、 画面名やボタン、 ユーザの
目に入って欲しい情報 （「～してください」 など） などを置くための部分に分けることができます。
FileMaker Pro のレイアウトパートには、 ヘッダ要素に対応するパートとして次の 3 種類のパートがあります。
これらの特徴を考えて使用するパートを選択します。

 • 上部ナビゲーション
各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利用で
きます。 画面を縦横にスクロールしても位置が変わらず、 ズームコントロール （拡大 / 縮小） の影響も受けま
せん。 印刷もされません。

 • タイトルヘッダ
最初の画面またはページの先頭に一度だけ表示されます。 レポートではタイトルページとして各ページに印刷す
ることができます。

 • ヘッダ
各画面またはページの上部に表示されます （タイトルヘッダを追加する場合を除きます）。

ボディ要素
ボディ要素は、 主にレコードを表示する場所です。 必要に応じて、 ヘッダ要素やフッタ要素がないボディ要素だ
けの画面を作ったり、 逆にボディがない画面を作ったりすることがあります。
FileMaker Pro では、 主にボディパートを使ってボディ要素を作成します。 集計フィールドがある場合には、 総

計パート （前部または後部） や小計パート （前部または後部） を配置します。
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フッタ要素
フッタ要素は常にボディ要素の下に表示されるものです。例えば、普段はユーザが意識する必要がないハウスキー
ピングフィールドの情報を小さい文字で表示したりします。 ヘッダ要素に配置せずにあえてフッタ要素に配置するこ
ともあります。 また、 何も配置しないこともありますし、 フッタ要素自体を使用しないこともあります。
フッタ要素もヘッダ要素と同様に、 細分化してナビゲーションのための部分とそれ以外の部分に分けることがで
きます。
FileMaker Pro のレイアウトパートには、 フッタ要素に対応するパートとして、 ヘッダ要素対応する各パートと対
になる形で次の 3 種類のパートがあります。 これらの特徴を考えて使用するパートを選択します。

 • フッタ
すべての画面またはページの下部に表示されます （タイトルフッタを追加する場合を除きます）。

 • タイトルフッタ
最初の画面またはページの下部のみに、 通常のフッタの代わりに表示されます。

 • 下部ナビゲーション
各画面の下に表示され、 レイアウトのナビゲーションに使用するボタンまたはその他のコントロールを配置する
パートとして利用できます。 画面をスクロールしても位置が変わらず、 ズームコントロール （拡大 / 縮小） の
影響も受けません。 印刷もされません。

図7.4-1 画面要素とレイアウトパート
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第8章 レイアウトの制御

画面設計 （第 7 章） で作成したモックアップなどに基づいて、 FileMaker Pro を使って画面 （レイアウト） を作
成していきます。
第 7 章の冒頭でも触れたように、 ユーザは画面を通してデータを確認し、 またデータを入出力するので、 ユー
ザにとって分かりやすく確実にデータを入出力できる画面を提供することはとても重要です。 また、 カスタム App 
では多くの画面を用いることが多いので、 優れた画面を迅速に作成し、 効率良く管理することも重要なポイントです。
FileMaker Pro のレイアウトの基本的な作成方法やレイアウトツールについては 「Claris FileMaker ガイドブッ
ク - ➀ 基礎編」 や FileMaker Pro ヘルプなどを参照してください。
ここでは、 レイアウトの作成、 管理、 設定方法を確認しながら、 Web ビューアやポータルなど FileMaker Pro 
の特徴的なレイアウトオブジェクトの使い方、 そしてレイアウトの書式設定などについて確認していきます。

8.1 レイアウトの作成と管理
FileMaker Pro のレイアウトは、 [新規レイアウト / レポート] アシスタントを使って作成することができます。 詳
しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 などを参照してください。

図8.1-1 [新規レイアウト / レポート] アシスタント



第8章　レイアウトの制御
　レイアウトの作成と管理　

170

FileMaker Pro でカスタム App に作成されたレイアウトを一覧し、 管理するために [レイアウトの管理] ダイア
ログを使用します。 （図 8.1-2）
[レイアウトの管理] 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
[表示] メニューから [管理] > [レイアウト...] を選択します。

 • 方法 2 : ショートカットで表示する
Ctrl+Shift+L (Windows) あるいは command-shift-L (macOS) を使います。

 • 方法 3 : レイアウトポップアップメニューから表示する
レイアウトモードで、 レイアウトバーの [レイアウト:] の横のレイアウトポップアップメニューから [レイアウトの管
理...] を選択します。

図8.1-2 [レイアウトの管理] ダイアログ

[レイアウトの管理] ダイアログにはカスタム App に含まれているレイアウトが一覧表示されます。 レイアウトの
数が多くダイアログ内に収まっていない場合は、 ダイアログ右上の検索フィールドからレイアウト名の部分一致検索
をすることができます。
[レイアウトの管理] ダイアログの下部分には 5 つのボタンがあり、 それぞれ次の操作ができます。

 • [新規]
新規レイアウトを作成するための [新規レイアウト/ レポート] アシスタントを起動します。
ボタン右の 「▼」 をクリックするとプルダウンメニューが表示され、 [レイアウト / レポート...]、 [フォルダ...]、 あ
るいは [区切り線] が選択できるようになります。 （8.1.1）

 • [編集]
一覧で選択しているレイアウトの [レイアウト設定] ダイアログ （8.2） が表示されます。

 • [複製]
一覧で選択しているレイアウトを複製して新しいレイアウトが作成されます。 [新規レイアウト/ レポート] アシス
タントは表示されません。



第8章　レイアウトの制御
　レイアウトの作成と管理　

171

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

14章

 • [削除]
一覧で選択しているレイアウトが削除されます。

 • [開く]
一覧で選択しているレイアウトが新しいウインドウで開かれます。

8.1.1  レイアウトポップアップメニューの表示を変更する
[レイアウトの管理] ダイアログでレイアウトポップアップメ

ニュー （図 8.1-3） の表示について、 次のような変更をする
ことができます。

 • レイアウトポップアップメニュー内の表示順の変更
 • フォルダ、 区切り線の追加
 • レイアウトポップアップメニューでの表示／非表示

図8.1-3 レイアウトポップアップメニュー

レイアウトポップアップメニュー内の表示順の変更
[レイアウトの管理] ダイアログ内のレイアウトの一覧からレイアウト名を選択して上下にドラッグします。 フォルダ
や区切り線もドラッグで移動できます。
一覧内の順序は、 レイアウトポップアップメニュー内の順序に反映されるだけでなく、 Get (レイアウト番号) 関数
で取得できるレイアウト番号にも反映されます。

フォルダ、 区切り線の追加
[レイアウトの管理] ダイアログ内の [新規] ボタン右の 「▼」 をクリックして [フォルダ...] あるいは [区切り線] 
を選択します。 フォルダには名前をつけることができます。 フォルダを使ってレイアウトをグルーピングしたり、 区
切り線を入れて整理したりすることができます。

レイアウトポップアップメニューでの表示／非表示
[レイアウトの管理] ダイアログのレイアウト一覧の左にあるチェックボックスをオンにすることによって、 ブラウズ
モード、 検索モード、 およびプレビューモードでレイアウトポップアップメニューに表示するレイアウト、 フォルダ、 区
切り線を指定することができます。
なお、 レイアウトモードではすべての項目がレイアウトポップアップメニューに表示されます。
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演習 8-1  レイアウトの整理

フォルダ：演習8_1 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 第 6 章までの演習で作成した 「見積作成管理システム」 App のレイアウトを整理します。
演習 5-6 （5.3） では、 テーブル定義時に自動的に追加された TO をそれ以降に作成する TO と区別するた
めに、 名前の先頭に 「z_」 を付加しました。 これによりレイアウト名にも 「z_」 が追加されています。 この演習
では、 これらのレイアウトを 「開発用」 というフォルダにまとめておくことにします。
また、 「このファイルについて」 というレイアウトを他と区別しやすいよう、 区切り線を追加します。

1  演習ファイルを開いて、 [レイアウトの管理] ダイアログを表示します。

2  新しいフォルダ 「開発用」 を作成してレイアウトを移動させます。
a. [新規] ボタンの右側の 「▼」 をクリックして [フォルダ...] を選択します。
b. [フォルダの編集] ダイアログでフォルダ名 「開発用」 を入力し、 [OK] をクリックします。
c. レイアウト一覧に 「開発用」 フォルダが作成されたことを確認します。
d. 「z_」 で始まる名前のレイアウトをすべて選択し、 「開発用」 フォルダにドラッグします。

3  「このファイルについて」 レイアウトの下に新しい区切り線を追加します。
a. 一覧上で 「このファイルについて」 を選択した状態で、[新規] ボタンの 「▼」 をクリックして [区
切り線] を選択します。

b. 一覧上の 「このファイルについて」 の下に区切り線が追加されたことを確認します。 （図 8.1-4）

図8.1-4 レイアウト一覧へのフォルダと区切り線の追加
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4  ブラウズモードでレイアウトポップアップメニューの表示を確認します。
a. レイアウトポップアップメニューをクリックし、 区切り線とフォルダが表示されていることを確認し
ます。 （図 8.1-5）

図8.1-5 区切り線とフォルダが追加されたレイアウトポップアップメニュー

演習終わり
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8.2 レイアウトの設定
新規にレイアウトを作成したら、 [レイアウト設定] ダイアログを使用してそのレイアウト全体の表示や挙動を設定
することができます。
[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 : レイアウトモードで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 : レイアウトモードのレイアウトバーから表示する
レイアウトポップアップメニューの横の鉛筆アイコンをクリックします。

 • 方法 3 : [レイアウトの管理] ダイアログから表示する
レイアウト一覧でレイアウト名を選択し、 [編集] ボタンをクリックします。

図8.2-1 [レイアウト設定] ダイアログ / [一般] タブ

[レイアウト設定] ダイアログでは、 [新規レイアウト / レポート] アシスタントで設定した情報を変更することもでき
ます。

8.2.1  レイアウト内の基本表示を設定する
[レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブでは、 レイアウト名や、 レイアウトにレコードを表示するテーブルを設
定 （変更） できる他、 次のような設定が可能です。

 • 変更されたレコードの内容をデータベースに保存するときに確認ダイアログを表示する
 • アクティブなレコードの各フィールドの周囲に点線を表示する
 • 現在のレコードにのみフィールド枠と塗りつぶしを表示する
 • リスト形式で現在のレコードの横にレコードインジケータを表示する
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 • レイアウトに表示するメニューセットを変更する （14.2.3）
 • クイック検索を有効 / 無効にする/ 設定をリセットする

以下、 内容を簡単に確認します。

レコード保存時に確認ダイアログを表示する
FileMaker Pro では、 次のタイミングでレコードをデータベース
に保存します。 これをレコードの確定と呼びます。

 • レコード内のフィールド以外の部分をクリックする
 • Enter キーを押下する
 • 他のレコードへ移動する
 • 他のモードに切り替える
 • 他のレイアウトに切り替える
 • ウインドウを閉じる

図8.2-2 レコード確定前の確認ダイアログ

通常、 レコードに加えた変更は上記タイミングで自動的に保存されますが、 上記タイミングでレコードへの変更
を保存するかどうかを尋ねる確認ダイアログを表示するように設定することができます。 これは、 レイアウトごとに
設定できます。
[レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [レコードの変更を自動的に保存する] オプションをオフにすると、
図 8.2-2 のような確認ダイアログが表示されます。

アクティブなレコードの各フィールドの周囲に点線を表示する
アクティブなレコードのいずれかのフィールドにカーソルを入れた場合などに、 フィールドの周囲にフレームを表示
するように設定することができます。
フレームを表示するには、 [レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [アクティブ時にフィールドのフレームを
表示] オプションをオンします。
図 8.2-3 の右側は、 「見積番号」 フィールドにカーソルを入れた時の表示です。 「見積番号」 以外の 「c_見積
総額」 「件名」 などのフィールドの周囲にも点線が表示されています。

図8.2-3 各フィールドの周囲に点線を表示
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現在のレコードにのみフィールド枠と塗りつぶしを表示する
フィールドオブジェクトにグラフィックで枠や塗りつぶしを追加したとき、 それを現在のレコードでのみ表示するか、
すべてのレコードに表示するかを選択することができます。
[レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [現在のレコードのみフィールドに枠を表示する] オプションをオン
にすると、 現在のレコードにのみ枠や塗りつぶしが表示されます。 オフにすると、 すべてのレコードに表示されます。
（図 8.2-4）
印刷時や PDF 出力時などに枠や塗りつぶしを表示する場合は、 このオプションをオフにします。

図8.2-4 [現在のレコードのみフィールドに枠を表示する] オプションの効果

リスト形式で現在のレコードの横にレコードインジケータを表示する
リスト形式で、 レコードの左側にある垂直固定バーで現在のレコードを示すことができます。
左側のバーにレコードインジケータを表示するには、 [レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [現在のレコー
ドインジケータをリスト形式に表示] をオンにします。 （図 8.2-5）

図8.2-5 [現在のレコードインジケータをリスト形式に表示] オプションの効果
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レイアウトに表示するメニューセットを変更する
FileMaker Pro では、 レイアウトに表示するメニューをカスタマイズしたカスタムメニューセットを作成することが
できます。 詳しくは、 14.2 節を参照してください。
作成したカスタムメニューをレイアウトに設定するには、 [レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [メニュー
セット:] のポップアップメニューから選択します。

クイック検索を有効 / 無効にする/ 設定をリセットする
レイアウト全体に対してクイック検索を有効あるいは無効に設定することができます。
クイック検索を有効にするには、 [レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブの [クイック検索を有効にする] オプ
ションをオンにします。 デフォルトはオンです。 レイアウト全体でクイック検索ができないようにするには、このオプショ
ンをオフにします。
フィールドごとにインスペクタでクイック検索の対象を指定している場合 （インスペクタの [データ] タブ > [動
作] > [クイック検索にフィールドを含める]）、 [クイック検索をリセット] ボタンが表示されます （図 8.2-6）。 こ
のボタンをクリックすると、 すべてのクイック検索可能なタイプのフィールドはクイック検索の対象にリセットされ
ます。
なお、現在のレイアウト上のフィールドがクイック検索の対象になっているかどうかは、[表示] メニューの [オブジェ
クト] > [クイック検索] を選択して虫眼鏡のカラーバッジを表示して確認できます。

図8.2-6 [クイック検索をリセット] ボタン

テーブルオカレンス （TO） を変更する
[レイアウト設定] ダイアログの [一般] タブでは、 そのレイアウトにレコードを表示するテーブル、 すなわちテーブ
ルオカレンスを変更することができます。
変更するには、 [レコードを表示： ] の横のポップアップメニューで別のテーブルオカレンスを選択します。
ただし、 この場合は注意が必要です。 テーブルオカレンスを変更するということは、 コンテキストが変わるという
ことです。 コンテキストが変わると、 レイアウト上に配置したフィールドに値が表示できなくなったり、 スクリプトトリ
ガが動作しなったりすることがあります。

8.2.2  レイアウトの表示形式を設定する
FileMaker Pro ではそれぞれのレイアウトに対して、 フォーム形式、 リスト形式、 および表形式の 3 種類の表
示形式を切り替えて利用することができます。
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[新規レイアウト / レポート] アシスタントを使用して作成したレイアウトは、 作成時に指定した表示形式以外には
切り替えられないように設定されています。 他の表示形式に切り替えられるようにするには、 [レイアウト設定] ダイ
アログの [表示] タブで設定します （図 8.2-7）。 各レイアウトに対して使用可能な表示形式を追加したり、 ただ一
つの表示形式に限定したりすることができます。

図8.2-7 [レイアウト設定] ダイアログ / [表示] タブ

なお、 表形式での表示の設定を変更するには、[表形式] チェックボックスの横の [設定...] ボタンをクリックし、[表
形式の設定] ダイアログで変更します。

図8.2-8 [表形式の設定] ダイアログ
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8.2.3  レイアウトの印刷方法を設定する
レイアウトを印刷する際の段組みと余白を指定することができます。 これらは [レイアウト設定] ダイアログの [印
刷] タブで設定します。

図8.2-9 [レイアウト設定] ダイアログ/ [印刷] タブ

なお、 印刷用紙の設定は [ファイル] メニューの [印刷設定...] (Windows) または [ファイル] メニューの [用紙
設定...] (macOS) を選択して確認します。
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8.2.4  レイアウトのスクリプトトリガを設定する
レイアウトに対してスクリプトトリガを設定することができます。 これは、 [レイアウト設定] ダイアログの [スクリプ
トトリガ] タブで設定します。
レイアウトのスクリプトトリガについては 10.4.1 節を参照してください。

図8.2-10 　[レイアウト設定] ダイアログ / [スクリプトトリガ] タブ



第8章　レイアウトの制御
　レイアウトエリアの作成　

181

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

14章

8.3 レイアウトエリアの作成
FileMaker Pro においてレイアウト作成はレイアウトモードで行います。 レイアウトモードに切り替えると、 メ
ニュー、 ステータスツールバー、 レイアウトバーの内容が変わり、 フィールドオブジェクトやその他のレイアウトオブジェ
クトを配置、 設定するためのツールが利用できるようになります。

図8.3-1 レイアウトモードの画面構成

ここでは、 素早く効率的にレイアウトの中身を作成していく方法を確認します。
なお、 ブラウズモードでフィールドなどが配置されているコンテンツエリアに対して、 特にレイアウトモードでのこ
の領域をここではレイアウトエリアと呼びます。 ブラウズモードでコンテンツエリアがレイアウトエリアより小さい場
合、 スクロールバーが表示されます。

8.3.1  レイアウトを適切なサイズに設定する
カスタム App を使用するクライアント （デスクトップ、 モバイルデバイスなど） の画面の大きさに合わせて、 レ
イアウトのサイズを設定します。 サイズが大きいとスクロールバーが表示され、 ユーザが縦横スクロール操作をする
ことになります。 できるだけ、 想定される画面の大きさに合わせるのが良いでしょう。
レイアウトエリアのサイズ （幅と高さ） は、 インスペクタの [位置] タブ内の [位置] 領域の [サイズ] に表示され
ます。
レイアウトエリアのサイズは、 次のように設定します。

 • 幅 ：
レイアウトエリアの右端をドラッグして変更 ・ 設定します。 レイアウトパートごとに幅を変えることはできません。
レイアウト作成途中で変更しても、 配置されているレイアウトオブジェクトに影響はありません。

 • 高さ ：
各レイアウトパートの高さを変更して調整します。 配置されているレイアウトパートの高さの合計がレイアウトの
合計になります。
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レイアウトパートの高さは、各パートを選択してインスペクタで数値を指定する他、パートの境界線を上下にドラッ
グして変更可能です。 パート内にレイアウトオブジェクトが配置されている場合は、 そのオブジェクトの高さより
小さくできません。

レイアウトエリアを想定しているサイズに合わせるには、 画面ステンシルを使うと便利です。 画面ステンシルは、
主な画面サイズでレイアウトエリアに表示されるガイドです。 特定の画面サイズに対応した複数の画面ステンシルを
同時に表示することもできます。

図8.3-2 レイアウトのサイズと画面ステンシル

画面ステンシルのサイズは、 クライアントの種類ごとにいくつかの代
表的なサイズが用意されています （図 8.3-2）。 カスタムサイズを指定
することもできます （[カスタムサイズ...] をクリック）。
なお、 モバイルデバイスの画面サイズはデバイスのモデルによって異
なり、 それぞれのモデルに合った画面ステンシルが必ずしも用意されて
いるとは限らないことに注意してください。

図8.3-3 画面ステンシルの選択メニュー

リスト形式のレイアウトサイズの高さと配置するフィールド
リスト形式の場合は、 ヘッダやフッタなどのレイアウトパートの高さの他に、 ボディパートの高さ、 つまり画面に
何件のレコードを表示するかを考えてレイアウトの高さを決めます。
また、 リスト形式の場合はフィールドを横並びに配置することから、 配置できるフィールドの数がレイアウトの幅で
制限されます。 このため、 そのレイアウトの TO あるいは関連 TO のすべてのフィールドを配置することはあまり
しません。 ユーザがレコードの状態を確認でき、 さらに詳細な情報が表示されるレイアウト （フォーム形式） へ遷
移するかを判断するために必要な項目だけにとどめます。
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8.3.2  レイアウトオブジェクトのサイズを自動変更する
FileMaker Pro のウインドウサイズが変更されたとき、
レイアウトオブジェクトを自動的にサイズ変更したり、 水平
または垂直に移動したりする設定ができます。
設定は、 インスペクタの [位置] タブの [自動サイズ調
整] で行います。 レイアウトオブジェクトを、 上下左右の
錠アイコンで固定するイメージです。
基準となる上下左右の線は、 レイアウト、 タブまたは
スライドコントロール、 またはポータルの枠です。 ウイン
ドウサイズが変更されても、 錠アイコンがある方の基準線
からの位置が維持されます。 例えば、 フィールドオブジェ
クトの左右に錠アイコンが付いているときにウインドウサ
イズを右方向に横に伸ばすと、 ウインドウの左右の端から
フィールドオブジェクトの左右の辺までの距離は変わらず、
結果としてフィールド自体が左右に伸びます。
デフォルトでは、 レイアウトまたはページの上と左に錠
アイコンが付いた状態に設定されます （図 8.3-4）。

図8.3-4 インスペクタの [位置] タブの [自動サイズ調整]

演習 8-2  レイアウトのオブジェクトの自動サイズ調整

フォルダ：演習8_2 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 レイアウトオブジェクトの自動サイズ調整機能を確認します。
自動サイズ調整は、 設定したレイアウトオブジェクトだけでなく、 その周りにどのような影響があるかを確認して
設定する必要があります。 設定を誤ると他のレイアウトオブジェクトに重なってしまうことがあるので、注意しましょう。
なお、演習ファイルでは、自動サイズ調整の効果が分かりやすいようにフィールドオブジェクトの枠を太くしています。

1  演習ファイルを開いて、 「z_商品情報」 レイアウトを表示します。

2  レイアウトモードで現在の [自動サイズ調整] の設定を確認します。
a. レイアウトモードに切り替え、 インスペクタの [位置] タブを表示します。
b. 「商品説明」 フィールドと 「商品画像」 フィールドについて [自動サイズ調整] の錠アイコンの位
置を確認し、 どちらも左と上に設定されていることを確認します。

c. レイアウトモードを終了して、 ブラウズモードに戻ります。

3  ウインドウをコンテンツエリアより大きくしたり小さくしたりし、 コンテンツエリアの表示の変化を確認し
ます。
a. 「商品説明」 フィールドおよび 「商品画像」 フィールドを含め、 すべてのレイアウトオブジェクト
に変化がないことを確認します。
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4  「商品説明」 フィールドの自動サイズ調整機能を変更します。
a. レイアウトモードに切り替え、 インスペクタの [位置] タブを表示します。
b. 「商品説明」 フィールドの [自動サイズ調整] の錠アイコンを 「左と上と右」 の 3 箇所に設定し
ます。

c. 「商品画像」 フィールドには何もせず （錠アイコンは左と上のまま）、 レイアウトを保存します。
d. レイアウトモードを終了して、 ブラウズモードに戻ります。

5  ウインドウをコンテンツエリアより大きくしたり小さくしたりし、 コンテンツエリアの表示の変化を確認し
ます。
a. 「商品説明」 フィールドだけが、 ウインドウサイズの横幅に合わせて横幅が広がることを確認しま
す。 （図 8.3-5）

b. 「商品説明」 フィールドは、 ウインドウサイズが縦方向に伸縮しても大きさが変わらないことを確
認します。

図8.3-5 [自動サイズ調整] が 「左上右」 の場合

6  「商品説明」 フィールドの自動サイズ調整機能をさらに変更します。
a. レイアウトモードに切り替え、 インスペクタの [位置] タブを表示します。
b. 「商品説明」 フィールドの [自動サイズ調整] の錠アイコンを 「左と上と右と下」 の全箇所に設定
します。

c. 「商品画像」 フィールドには何もせず （錠アイコンは左と上のまま）、 レイアウトを保存します。
d. レイアウトモードを終了して、 ブラウズモードに戻ります。
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7  ウインドウをコンテンツエリアより大きくしたり小さくしたりし、 コンテンツエリアの表示の変化を確認し
ます。
a. ウインドウを縦方向に拡大すると、 「商品説明」 フィールドも縦方向に伸びて 「商品画像」 フィー
ルドに重なってしまうことを確認します。 （図 8.3-6）

図8.3-6 [自動サイズ調整] が 「左上右下」 の場合

8  「商品説明」 フィールドと 「商品画像」 フィールドの自動サイズ調整機能を変更します。
a. レイアウトモードに切り替え、 インスペクタの [位置] タブを表示します。
b. 「商品説明」 フィールドの [自動サイズ調整] の錠アイコンを 「左と上と右」 の 3 箇所に設定し
ます。

c. 「商品画像」 フィールドの [自動サイズ調整] の錠アイコンを 「左と上と右と下」 の全箇所に設定
します。

d. レイアウトモードを終了して、 ブラウズモードに戻ります。

9  ウインドウをコンテンツエリアより大きくしたり小さくしたりし、 コンテンツエリアの表示の変化を確認し
ます。
a. ウインドウを右横方向に伸ばしたときには、 「商品説明」 フィールドと 「商品画像」 フィールドの
両方が右方向に伸びることを確認します。

b. ウインドウを縦方向に伸ばしたときには、 「商品画像」 フィールドのみが縦方向に伸び、 「商品説
明」 フィールドは伸びないことを確認します。

c. 結果として、 2 つのフィールドは重ならず、 ウインドウの伸縮に応じて適切にサイズ調整ができて
いることを確認します。

演習終わり
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8.3.3  レイアウトオブジェクトを美しく配置する
レイアウトオブジェクトの大きさが揃えられて整然と並んでいると、 見た目が美しいだけでなく、 画面上のデータ
を理解しやすくなることが期待できます。
Microsoft PowerPoint や Keynote のようなプレゼンテーションツールのように、 FileMaker Pro にも画面
（レイアウト） 上のオブジェクトを素早く簡単に整列させたりサイズを揃えたりするためのデザインツールが用意され
ています。 このような操作は、 インスペクタの [位置] タブの [配置と整列] 領域で行います。
また、 次のショートカットを使うことによって選択したレイアウトオブジェクトを整列させることもできます。 このよ
うなショートカットを覚えていると、 いちいちインスペクタを使うことなく便利です。

 • Ctrl+Alt+上下左右矢印キー　（Windows）
 • command-option-上下左右矢印キー　（macOS）

インスペクタの [位置] タブでは、 特定のオブジェクトをロックして変更、 編集、 移動、 削除をできなくしたり、
複数のオブジェクトをグループ化して簡単に扱えるようにすることもできます。
レイアウトにグリッドを表示して、 グリッドに沿ってオブジェクトを配置することもできます。 グリッドは、 [位置] タ
ブの [グリッド] 領域で設定することができます。 （図 8.3-7）

図8.3-7 FileMaker Pro のレイアウトデザインツール （配置と整列、 グリッド）
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ガイドおよびダイナミックガイドの利用
ガイドは、 レイアウトモードでレイアウトエリアに設定することができる水平および垂直のラインで、 レイアウトオブ
ジェクトの位置を決めたり整列させたりするときに使います。
ガイドを設定するにはまず、 レイアウトエリアに定規を表示します （[表示] メニュー > [定規]）。 そして、 水平方
向のガイドはレイアウト上部の水平定規を一度クリックしてドラッグ、 垂直方向のガイドは左側の垂直定規を一度ク
リックしてドラッグします。 ガイドは、 何本でも設定することができます。
レイアウトオブジェクトをガイドに近づけると、 ガイドの上下の線、 左右の線、 あるいは中心がガイドに吸い付け
られるように動きます。 これを 「スナップする」 といいます。

ダイナミックガイドは、 レイアウトエリアでオブジェクトを移動したりサイズを変更したりするときに、 他のオブジェ
クトとの相対的な位置や縦横の中心を表示するガイドラインです。 レイアウトオブジェクトを他のオブジェクトの近くで
移動、 サイズ変更したりするとオブジェクトの上部、 下部あるいは中央にスナップします。
ダイナミックガイドを使用するには、 [表示] メニューの [ダイナミックガイド] を選択します。

図8.3-8 ガイドとダイナミックガイド

演習 8-3  「見積作成管理システム」 の 「見積リスト」 レイアウトの作成

フォルダ：演習8_3 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 「見積作成管理システム」 App の 「見積リスト」 レイアウトを作成します。
「見積リスト」 レイアウトは、7.2 節の画面設計で 「見積一覧」 画面として検討したものに対応します。 「見積一覧」
画面として、 図 8.3-9 のようなモックアップを作成していたとします。
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図8.3-9 「見積一覧」 画面のモックアップ例

演習ファイルには、 「顧客一覧」 画面に対応する 「顧客リスト」 レイアウトが既に作成されています。 この 「顧
客リスト」 レイアウトを参考に、 「見積一覧」 画面のモックアップ （図 8.3-9） に基づいてレイアウトを作成します。
現時点の演習ファイルには、 既に 「見積リスト」 レイアウトが作成され、 「顧客リスト」 レイアウトと共通する
レイアウトオブジェクト （ボタンオブジェクト） が配置された状態になっています。 ここでは、 8.3.3 節で確認した 
FileMaker Pro のレイアウト作成機能を利用しながら作業を進め、 レイアウトを完成させます。

1  演習ファイルを開いて 「見積リスト」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードにします。

2  レイアウト作成作業がしやすいように各種設定をします。
a. レイアウトオブジェクトの識別バッジを表示します。
[表示] メニューから [オブジェクト] を選択し、 最
低限、 次の項目が選択された状態にしてください。
（図 8.3-10）
 • [ボタン]
 • [条件で隠す]
 • [条件付き書式]
 • [スクリプトトリガ]

b. グリッドを表示します。 グリッドの間隔は、 次のよ
うに設定します。
 • [グリッド間隔 （大） :] 100 pt
 • [グリッドステップ （小） :] 5

c. [表示] メニューで [ダイナミックガイド] が選択されていることを確認します。
d. フィールドの幅や高さを適切に設定できるように、 サンプルデータを表示する設定にします。
（[表示] メニュー > [オブジェクト] > [サンプルデータ]）

図8.3-10 [表示] メニュー > [オブジェクト] の設定項目
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3  モックアップ （図 8.3-9） を参考にしながらフィールドを配置します。
a. 現在のテーブル （「見積管理」） から、 次のフィールドをレイアウトエリアに配置します。
「見積番号」 「見積状況」 「見積結果」 「発行日」 「期限日」 「件名」 「c_見積総額」

b. オブジェクトパネルの [フィールド] タブの表示を 「見積管理_顧客」 に切り替えて、 次のフィー
ルドをレイアウトエリアに配置します。
「会社名」

c. オブジェクトパネルの [フィールド] タブの表示を 「見積管理_顧客_自社担当」 に切り替えて、
次のフィールドをレイアウトエリアに配置します。
「氏名」

d. モックアップを参照しながら、レイアウトエリアに置いたフィールドの配置を変更します。 ダイナミッ
クガイドを利用しながら、 大まかに配置を決めます。

e. サンプルデータが表示されるように各フィールドのサイズを変更します。
f. ヘッダパートにフィールドラベルを配置し、 モックアップを参照しながらラベル名を変更します。

図8.3-11 「見積リスト」 レイアウト （フィールドオブジェクトを大まかに配置）

4  ボディパートのレイアウトオブジェクトの配置を調整します。
a. フィールドオブジェクトのうち、 「見積結果」 および 「期限日」 フィールドを除くすべてのフィール
ドをオブジェクトタブで選択します。
オブジェクトタブの一覧を 「フィールド」 でフィルタした後、 Ctrl キー （Windows） または 
command キー （macOS） を押しながら該当フィールドをクリックするか、 全フィールドを選
択した後 「見積結果」 と 「期限日」 を除外すると簡単に選択できます。

b. インスペクタの [位置] タブの [配置と整列] 領域で、 [配置] の 「上揃え」 と [間隔] の 「横に
等間隔」 をそれぞれクリックします。 （図 8.3-12）
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図8.3-12 「見積リスト」 レイアウト （フィールドオブジェクトを整列）

c. 「見積結果」 フィールドの配置を 「見積状況」 フィールドの下で調整します。
d. 同様に、 「期限日」 フィールドの配置を 「発行日」 フィールドの下で調整します。
e. オブジェクトパネルですべてのフィールドを選択し、 フィールドオブジェクト全体をボディパートの
中心に収まるように調整します。

f. ボディパートの右端の 「>」 ボタンをパートの高さの中心に配置します。

5  ヘッダパートのフィールドラベルの配置を調整します。
a. フィールドラベルの左辺が対応するフィールドオブジェクトの左辺と合うように配置します。
b. オブジェクトタブの一覧を 「テキスト」 でフィルタし、 すべてのフィールドラベルを選択して、 イ
ンスペクタの [位置] タブの [配置と整列] 領域で、 [配置] の 「上揃え」 をクリックします。

c. フィールドラベルのスタイルを統一します。 インスペクタの [スタイル] タブで [プライマリ下 (中)] 
を選択します。 （図 8.3-13）

図8.3-13 「見積リスト」 レイアウト （フィールドラベルのスタイル設定）

6  ボタンバーとボタンに自動サイズ調整を設定します。
a. ボディパートの 「>」 ボタンの自動サイズ調整の錠アイコンを 「右」 だけにします。
b. 上部ナビゲーションパートのボタンバーの錠アイコンが 「上」 だけになっていることを確認します。
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7  ボタンバーのアクティブセグメントを設定します。
a. 上部ナビゲーションパートの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。

b. [アクティブセグメント:] のポップアップメニューから 「見積管理」 を選択します。 （図 8.3-14）

図8.3-14 「見積リスト」 レイアウト （ボタンバーの設定）

8  「見積番号」 フィールドの書式を設定します。
a. インスペクタの [外観] タブの [段落設定] で 「中央揃え」 にします。

9  「発行日」 と 「期限日」 フィールドの書式を設定します。
a. インスペクタの [外観] タブの [段落設定] で 「中央揃え」 にします。
b. インスペクタの [データ] タブの [データの書式] 領域で、書式のポップアップメニューから 「2014 
年 12 月 25 日」 を選択します。
もしサンプルデータが全部表示されなくなったら、 フィールドサイズを大きくします。 これによっ
て他のフィールドオブジェクトと重なるようになってしまった場合は、 もう一度全体の配置をやり
直します。

10  「c_見積総額」 フィールドの書式を設定します。
a. インスペクタの [外観] タブの [段落設定] で 「右揃え」 にします。
b. インスペクタの [データ] タブの [データの書式] 領域で、 書式のポップアップメニューから [通貨] 
を選択します。 （図 8.3-15）

c. [セパレータ] の [3 桁区切りを使用] をオンします。
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図8.3-15 「見積リスト」 レイアウト （「c_見積総額」 フィールドの書式設定）

11  このレイアウトではフィールドに入力や編集ができないようにします。
a. ボディパートに配置されているすべてのフィールドを選択します。
b. インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域の [フィールド入力] で [ブラウズモード] の選択をオ
フにします。 （図 8.3-16）

図8.3-16 「見積リスト」 レイアウト （すべてのフィールド入力を禁止）

12  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
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13  作成した 「見積リスト」 レイアウトを確認します。 （図 8.3-17）
a. 各フィールドが正しく表示されていることを確認します。
b. 各フィールドにカーソルが入らず、 データを編集できないことを確認します。
c. ウインドウのサイズを横方向に拡大したとき、 「>」 ボタンの位置がウインドウの右端から動かな
いことを確認します。

図8.3-17 「見積リスト」 レイアウト （完成）

演習終わり

フィールドの書式設定とレイアウト

書式設定は、 フィールドに格納されているデータを変更することなくレイアウト上で適切に表示するために利用します。
演習 8-3 では、 日付タイプの 「発行日」 フィールドの書式を変更したとき、 サンプルデータが全部表示できなくなっ
たかもしれません。 これは 「yyyy/mm/dd」 形式と 「yyyy 年 mm 月 dd 日」 形式では後者の方が横幅が広いからです。
日付タイプのフィールドは、 書式を設定後に配置やサイズを決定するほうが良いことがわかります。
数字は 3 桁区切りの方が、 ユーザは見やすくなります。 この場合も、 「￥」 マークや 「,」 が付加されるので必要な
横幅が広くなります。
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8.3.4  目的のレイアウトオブジェクトをすばやく見つける
業務で利用するカスタム App のレイアウトには、 たくさんのレイアウトオブジェクトが配置されます。 レイアウト
オブジェクトを重ねて配置することもあります。 このような状況でレイアウトを効率良く作成したり更新したりするに
は、 作業対象のオブジェクトをすばやく見つけ、 確実に選択できることが大切です。
レイアウトエリア上のオブジェクトは、 オブジェクトパネル （左パネル） のオブジェクトタブに一覧表示されます。
オブジェクトタブは、 オブジェクトパネルの [オブジェクト] をクリックして表示します。
オブジェクトタブを使うことによって、 例えば、 レイアウト作成の作業時に次のようなことが可能です。

 • 目的のレイアウトオブジェクトを探す
 • 目的のレイアウトオブジェクトを選択する
 • 目的のレイアウトオブジェクトの作業のために他のレイアウトオブジェクトを非表示にする

オブジェクトタブでは、 レイアウトに配置されているすべてのレイアウトオブジェクトを上から下に重なり順で表示
します。 オブジェクトタブで行をドラッグして順序を変更すると、 レイアウトエリアでのオブジェクトの重なり順も変わ
ります。
レイアウトオブジェクトは一度に 1 つだけではなく複数を選択することができます。

レイアウトオブジェクトの選択と非表示
レイアウトエリアでレイアウトオブジェクトを選択すると、 オブジェクトタブ上の対応するオブジェクトが選択され、
横に目のアイコンが表示されます。 これは、 そのレイアウトオブジェクトが選択されていることを示しています。 （図 
8.3-18）

図8.3-18 レイアウトオブジェクトの選択と目のアイコン
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逆に、 オブジェクトタブ上でレイアウトオブジェクトを選択すると、 レイアウト上で対応するレイアウトオブジェクト
が選択状態になります。
この目のアイコンをクリックすると、 レイアウトエリア上のレイアウトオブジェクトが非表示になります。 これはレイ
アウトモードでのみ機能し、 FileMaker Pro を終了すると非表示は解除されます。
非表示になっているレイアウトオブジェクトは、 オブジェクトタブ上ではグレー表示になります。

レイアウトオブジェクト一覧をフィルタする
レイアウトオブジェクトの一覧を、 レイアウトオブジェクトのタイプごとにフィルタすることができます。
一覧の上の検索ボックスの横の漏斗アイコンをクリックし、 表示したいオブジェクトタイプを選択します。 図 8.3-
19 では 「フィールド」 タイプのレイアウトオブジェクトだけを表示しています。

図8.3-19 レイアウトオブジェクトの一覧のフィルタ

レイアウトオブジェクトを検索する
一覧の上の検索ボックスに任意の文字列を入れて、 その文字列
を表示名に含むレイアウトオブジェクトだけを表示することができ
ます。
例えば、 「商品」 という文字列を入力すると、 図 8.3-20 の
ようにフィールド名、 レイアウトオブジェクト名などにその文字列が
含まれているものだけが表示されます。

図8.3-20 レイアウトオブジェクトの検索結果
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ショートカットメニューで他のオブジェクトの表示を変更する
オブジェクトタブで特定のレイアウトオブジェクトを選択し、 ショートカットメニュー （右クリック） で他のレイアウト
オブジェクトを非表示にすることができます。 （図 8.3-21）
これは、 他のレイアウトオブジェクトが重なっている場合に、 注目しているレイアウトオブジェクトだけを表示して
作業する場合に便利です。

図8.3-21 オブジェクトタブでのショートカットメニュー

[他のオブジェクトをすべて隠す] で非表示にしたオブジェクトは、 検索ボックスの横の漏斗アイコンの横の目のア
イコンをクリックすると、 改めてすべて再表示されます。

グループ化されたオブジェクトの表示
複数のレイアウトオブジェクトをグループ化 （8.3.3） すると、 オブジェクトタブでは図 8.3-22 のようにグルーピ
ングされて表示されます。 グループ化のアイコンの左の矢印をクリックして、 中の表示を閉じたり展開したりするこ
とができます。
グループ化されているレイアウトオブジェクトは、 グループ解除しなくても他のオブジェクトと同様にオブジェクトタ
ブ上で操作することができます。
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図8.3-22 グループ化されたレイアウトオブジェクトの表示

レイアウトオブジェクトに名前を付ける
レイアウトオブジェクトまたはグループ化されたオブジェクトに名前を設定することができます。 これによって、 特
定のオブジェクトを一覧の中で識別しやすくすることができます。
オブジェクトに名前を設定するには、 オブジェクトタブでオブジェクトを選択して、 ショートカットメニュー （上述）
から [オブジェクト名の指定] を選択するか、 選択したオブジェクトをもう一度クリックします。
設定した名前はオブジェクトタブに表示される他、 インスペクタの [位置] タブの [名前] 欄にも表示されます。
インスペクタで名前を編集するとオブジェクトタブにも反映されます。 図 8.3-23 ではグループ化したオブジェクト
に 「ハウスキーピングフィールド」 という名前を設定し、 それがインスペクタの [名前] にも反映されています。
レイアウトオブジェクトの名前は、 [オブジェクトへ移動] スクリプトステップ （10.3.2） などでも使用します。
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図8.3-23 レイアウトオブジェクトの名前の設定

8.3.5  レイアウトエリア外にオブジェクトを配置する
レイアウトエリアの外にもレイアウトオブジェクトを配置して利用することができます。 このとき、 ブラウズモードの
コンテンツエリアには、 フォーム形式およびリスト形式では表示されません。 ウインドウサイズを大きくしてコンテン
ツエリアを広げても表示されません。
レイアウトエリア外のレイアウトオブジェクトは、 オブジェクト名を設定してスクリプトで利用することができます。
レイアウト上のすべてのフィールド名を取得する関数 （ FieldNames 関数） の結果にも含まれます。 タブ順を設
定することもできます。
レイアウトの機能としても役立てることができます。 例えば、 レイアウト上に表示しないフィールドをクイック検索
の対象としたい場合、 そのフィールドをレイアウトエリア外に配置します。
なお、 ブラウズモードの表形式では、 レイアウトエリア外のレイアウトオブジェクトも表示されます。
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8.4 フィールドオブジェクトの表示の制御
データベースの内容を表示するフィールドオブジェクトは、 ほとんどのレイアウトに配置されます。 フィールドオブ
ジェクトに用意されているさまざまな設定を利用することで、 データの入出力を迅速かつ容易にすることができます。

8.4.1  フィールドのコントロールスタイルを活用する
FileMaker Pro では、 フィールドのデータを単にそのまま入出力するだけでなく、 入力を簡単にするさまざまな
仕組みを使って作業を効率化することができます。 また、 同じ内容のデータが異なる表記で入力されないようにし
たり、 入力したデータをマスク （伏せ字に） したりすることができます。
このような入力の仕組みを、 フィールドのコントロールスタイルと呼びます。
FileMaker Pro のフィールドのコントロールスタイルには、 次の 7 種類があります。

 • 編集ボックス
 • ドロップダウンリスト
 • ポップアップメニュー
 • チェックボックスセット
 • ラジオボタンセット
 • ドロップダウンカレンダー
 • マスク付き編集ボックス

これらのコントロールスタイルは、 レイアウトエリアにフィールドオブジェクトを配置する際にオブジェクトパネルの
フィールドタブ （[ドラッグ設定]） であらかじめ選択しておくこともできますし、 後でインスペクタの [データ] タブの 
[フィールド] 領域の [コントロールスタイル] で設定することもできます。

上記のうち、 編集ボックスはデフォルトのコントロールスタイルです。

ドロップダウンカレンダーは、 日付タイプフィールドの入力補助に最適です。 カレンダーから日付を選択して入力
することも、 日付を直接入力することもできます。 詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 や 
FileMaker Pro ヘルプの記載を参照してください。

ドロップダウンリストとポップアップメニュー
ドロップダウンリストとポップアップメニューは値一覧 （8.4.2） の項目を表示するコントロールスタイルです。 ど
ちらも候補の項目の一覧が表示され、 マウスや矢印キーを使って値を選択して入力するものですが、 次の違いがあ
ります。
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 • ドロップダウンリストはフィールドにカーソルを入れて値一覧の項目以外のデータを入力可能
 • ポップアップメニューはインスペクタの [値一覧でデータ書式を上書き] を設定可能 （8.4.2）

図8.4-1 ドロップダウンリスト （左） とポップアップメニュー （右）

チェックボックスセットとラジオボタンセット
チェックボックスセット、 ラジオボタンも値一覧 （8.4.2） の項目を表示するコントロールスタイルです。
チェックボックスは複数の項目を選択できます。 選択された複数のデータは、 改行区切りでフィールドに保存され
ます。
ラジオボタンでは、 ユーザは項目を 1 つだけ選択します。

マスク付き編集ボックス
見た目は編集ボックスと同じですが、 データを入力すると 「●」 で表示されます。 入力されている文字数に関わ
らず、 一定数の 「●」 が表示されます。
注意しなければならないのは、 これは 「表示だけ」 であることです。 データベースのデータが暗号化されるわ
けではありません。

図8.4-2 マスク付き編集ボックス
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8.4.2  値一覧を使って入力値を制御する
FileMaker Pro でフィールドにあらかじめ決まったデータを入力したい場合には、 値一覧を利用します。 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、 あるいはラジオボタンに値一覧の項目を表示するように
設定すると、 ユーザがデータをすばやく入力できるだけでなく、 ちょっとした文言の違いや表記の揺れを防いで精度
の高いデータを入力することができます。
値一覧に表示する項目としては、 次の値を使用することができます。

（1） カスタム値 （カスタム値一覧）
（2） 同じファイルや別のファイルのフィールド値 （フィールド値を使った値一覧）
（3） リレーションシップを利用した特定の値 （動的値一覧）

値一覧については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 や FileMaker Pro ヘルプの記載も参照し
てください。
ここでは、 フィールド値を使った値一覧と動的一覧について改めて確認します。

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更新されると、 その内容も更新されます。
値一覧に表示される項目は、 重複が除去され、 ソートされて表示されます。 例えば、 フィールドデータとして次
の左側のような値が登録されていた場合、 値一覧としては右側の項目が表示されます。

ボールペン
カッターナイフ
ボールペン
シャープペンシル
ホチキス
セロハンテープ
シャープペンシル

カッターナイフ
シャープペンシル
セロハンテープ
ボールペン
ホチキス

値一覧に表示するフィールドは 2 つまで指定することができます。
2 つめのフィールドを表示するには、 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログで [2 番目のフィールドの
値も表示] をチェックします。 これによって、 値一覧には、 最初のフィールドの後に 2 番目のフィールドが続けて表
示されるようになりますが、 実際にフィールドに入力されるのは最初のフィールドの値のみです。 （図 8.4-3）
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図8.4-3 フィールド値を使った値一覧の設定

ここで、 [2 番目のフィールドの値のみを表示] オプションをオンにすると、 2 番目のフィールドのデータだけが表
示されるようになります。 これを利用して、 実際に入力される内容とは別のデータをユーザに見せて選択させるこ
とが可能になります。
例えば、 あるレイアウトで、 「商品」 TO の次のフィールド値を表示する値一覧が 「商品外部キー」 フィールドに
設定されているとします。

 • 最初のフィールド ： 「主キー」
 • 2 番目のフィールド ： 「商品名」

この値一覧では [2 番目のフィールドの値のみを表示] オプションがオンになっているとします。
この値一覧を設定した 「商品外部キー」 フィールドには 「商品名」 のみのリストが表示されます。 そしてユーザ
が商品名を選択すると、 対応する 「主キー」 が 「商品外部キー」 フィールドに入力されます。
ポップアップメニューを使用して値一覧を表示する場合、 インスペクタの [データ] タブで [値一覧でデータ書式を

上書き] オプションをオンにしておくと、 フィールドに実際に入力されるデータ （上の例では 「主キー」） の書式は
無視され、 ユーザが見て選択する2 番目のフィールド （上の例では 「商品名」） が表示されます。
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動的値一覧
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。
動的値一覧には、 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログの [次のテーブルから関連レコードの値のみ
を含める] で指定された TO と、 [最初のフィールドの値を使用] の一覧で選択したフィールドを含む TO の間で指
定されたリレーションシップ条件を満たすレコードのフィールド値のみが表示されます。 （図 8.4-4）

図8.4-4 動的値一覧の設定

演習 8-4  フィールド値を使った値一覧の設定

フォルダ：演習8_4 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 「見積作成管理システム」 App の 「見積詳細」 レイアウトのポータルにフィールド値を使った値
一覧を設定します。
「見積詳細」 レイアウトのポータルには、 見積明細を構成する情報として 「商品情報」 テーブルのレコードが登
録されます。 このとき、 「商品情報」 テーブルの 「主キー」 フィールドの値を入力するために値一覧を使用します。
この値一覧には 「商品番号」 と 「商品名」 フィールドのデータを表示して、 ユーザが商品を選択しやすくします。
値一覧には 2 つのフィールド値しか表示できないので、 「商品番号」 と 「商品名」 を組み合わせた新しいフィール
ド 「c_商品番号と商品名」 （計算フィールド） を定義します。 ここでは、 値一覧を作成しながらデータベースの定
義を更新してみましょう。
なお、演習ファイルには既に 「敬称」 「見積状況」 「見積結果」 の各フィールドにカスタム値一覧を設定しています。
カスタム値一覧の設定方法の詳細は、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 の演習を参照してください。
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1  演習ファイルを開き、 既に登録されている値一覧を確認します。

a. 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。
b. カスタム値一覧 「敬称」「見積状況」「見積結果」 が定義されていることを確認します。 （図 8.4-5）

図8.4-5 [値一覧の管理] ダイアログ

2  フィールド値を使った値一覧 「商品リスト」 を新規に作成します。
a. [値一覧の管理] ダイアログで [新規] ボタンをクリックし、 [値一覧の編集] ダイアログを表示しま
す。

b. [値一覧名:] に 「商品リスト」 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] ダイアログの [最初のフィールドの値を使用] で [商品情報
管理] TO を選択し、 「主キー」 フィールドを指定します。

3  値一覧 「商品リスト」 の 2 番目のフィールドを設定します。
a. [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログで [2 番目のフィールドの値も表示] を選択しま
す。

b. 2 番目のフィールドの TO を選択するポップアップメニューから [データベースの管理...] を選択
し、 [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。

c. 「商品情報」 テーブルに、 「商品番号」 と 「商品名」 を組み合わせた新しい計算フィールド 「c_
商品番号と商品名」 を作成します。

d. 「c_商品番号と商品名」 フィールドに次の計算式を設定します。
 • 計算式： 商品番号 & " " & 商品名
 • [計算結果:] テキスト

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。 （図 8.4-6）
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図8.4-6 新規計算フィールド 「c_商品番号と商品名」 の追加

f. [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログで 2 番目のフィールド用に 「商品情報管理」 
TO を選択し、 上で追加した 「c_商品番号と商品名」 フィールドを指定します。

g. [すべての値を含める] と [2 番目のフィールドの値のみを表示] を選択します。 （図 8.4-7）

図8.4-7 [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログ （設定後）
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h. [OK] をクリックして [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログを閉じます。
i. [OK] を何度かクリックして [値一覧の管理] ダイアログに新しく定義したフィールド値を使った値
一覧 「商品リスト」 が登録されていることを確認し、 ダイアログを閉じます。 （図 8.4-8）

図8.4-8 [値一覧の管理] ダイアログ （新規値一覧追加後）

4  値一覧 「商品リスト」 をポータルフィールドに割り当てます。 （図 8.4-9）
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. ポータル上の左端の 「商品番号」 フィールドを 「見積管理_明細」 TO の 「商品外部キー」 フィー
ルドに変更します。

c. ポータルフィールド 「商品名」 をレイアウトエリアの外に置きます。
d. 「商品外部キー」 フィールドを横に伸ばし、 インスペクタの [外観] タブの [段落設定] でフィール
ドの行揃えが 「左揃え」 になっていることを確認します。

e. 「商品外部キー」 フィールドが、 インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域の [フィールド入力] 
で [ブラウズモード] がオンになっていることを確認します。

f. 「商品外部キー」 フィールドに値一覧 「商品リスト」 を設定します。 インスペクタの [データ] タ
ブの [フィールド] 領域で次の設定をしてください。
 • [コントロールスタイル] ： ポップアップメニュー
 • 値一覧： 「商品リスト」
 • [一覧の表示切り替え用矢印を表示] ： オン
 • [値一覧でデータ書式を上書き] ： オン

g. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
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図8.4-9 値一覧 「商品リスト」 の割り当て

5  値一覧の動作を確認します。
a. ポータルの 「商品外部キー」 フィールドをクリックして、 図 8.4-10 のような値一覧が表示され
ることを確認します。
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図8.4-10 フィールド値を使った値一覧の表示

演習終わり

演習 8-5  リレーションシップを利用した値一覧 （動的一覧） の設定

フォルダ：演習8_5 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 「見積作成管理システム」 App の 「見積詳細」 レイアウトのポータルに、 リレーションシップの
条件を満たす商品だけを表示する値一覧を設定します。
「顧客情報」 や 「商品情報」 といったマスタテーブルは、「見積情報」 や 「見積明細」 などのトランザクションテー
ブルとは異なり、頻繁に更新されるものではありません。 しかし、「もう使わないデータ」 が登場することがあります。
例えば、 何らかの理由で顧客との取引が終了したり、 商品が販売終了になったりした場合です。
このようなデータは削除してはいけません。 これまでのトランザクションデータがこのようなデータを参照してい
た場合、 削除すると関連が成立しなくなってしまい、 データが表示されなくなってしまうからです。
そこで、 ここでは 「商品情報」 テーブルについて、 販売が終了した商品のレコードを残しつつ、 値一覧では販
売中の商品だけが表示されるようにすることを検討します。
まずは、 「商品情報」 テーブルに、 現在販売しているかどうかを表す 「販売状態」 フィールドを追加して、 次の
値を入力することにします。
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 • 販売中の商品： 「1」
 • 販売終了の商品： 「０」

そして、 この 「販売状態」 フィールドと照合するためのグローバルフィールド （4.4） を 「ユーティリティ」 テー
ブルに作成し、 値 「1」 を設定しておきます。
新しく作成する値一覧 「商品リスト （販売中）」 は、 このリレーションシップを使って販売中の商品だけを項目と
して含むように定義します。

1  演習ファイルを開いて、 「商品情報」 テーブルに 「販売状態」 フィールドを追加します。

a. 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。
b. 「商品情報」 テーブルに数字タイプの 「販売状態」 フィールドを作成します。
c. 「販売状態」 フィールドの入力値の自動化オプション （4.2.4） でデータ 「1」 を設定します。

2  「商品情報」 テーブルの既存のレコードに 「販売状態」 フィールドの値を設定します。
a. 「z_商品情報」 レイアウトに切り替えて表形式に
します。

b. [変更...] ボタンをクリックして [表形式の変更] 
ダイアログを表示し、 「販売状態」 フィールドを
追加して 「商品番号」 フィールドの右側に移動
します。 （図 8.4-11）

c. 最初のレコードの 「販売状態」 フィールドに値
「1」 を入力し、 [レコード] メニューの [フィールド
内容の全置換...] ですべてのレコードのフィール
ド値を 「1」 に設定します。

図8.4-11 表形式に 「販売状態」 フィールドを追加

d. テストのために 「商品番号」 が 「30002」 から 「30005」 のレコードの 「販売状態」 フィー
ルドに 「0」 を設定します。 （図 8.4-12）

図8.4-12 「販売状態」 フィールドに値を設定
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3  「ユーティリティ」 テーブルに照合用のフィールド 「_1」 を追加し、 値 「1」 を設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて、 「ユーティリティ」 テーブルの [フィールド] タブを表
示します。

b. 数字タイプの 「_1」 フィールドを作成し、 グローバル格納を使用するオプション （4.4） を設定
します。

c. [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。
d. 「z_ユーティリティ」 レイアウトに切り替えます。 「z_ユーティリティ」 レイアウトに 「_1」 フィー
ルドが自動作成されていない場合は、 レイアウトモードで 「_1」 フィールドを配置してください。

e. 「z_ユーティリティ」 レイアウトで 1 レコード作成し、「_1」 フィールドに値 「1」 を設定します。 （図 
8.4-13）

図8.4-13 照合用フィールド 「ユーティリティ::_1」 の定義と設定

4  新しく作成する値一覧 「商品リスト （販売中）」 のためのリレーションシップを作成します。
a. 「z_ユーティリティ」 TO を複製して 「ユーティリティ値一覧」 TO を作成します。
b. 「z_商品情報」 TO を複製して 「ユーティリティ値一覧_商品」 TO を作成します。
c. これら 2 つの TO を空いている場所に配置します。
d. 「ユーティリティ値一覧」 TO の 「_1」 フィールドと 「ユーティリティ値一覧_商品」 TO の 「販
売状態」 フィールドとの間に、 照合条件 「=」 でリレーションシップを定義します。
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図8.4-14 値一覧 「商品リスト （販売中）」 用のリレーションシップ

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。

5  値一覧 「商品リスト （販売中）」 を作成します。
a. フィールドの値を使った値一覧を、 「商品リスト （販売中）」 という値一覧名で新たに作成します。
b. [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログで、 次の設定をします。 （図 8.4-15）

 • [最初のフィールドの値を使用] に 「ユーティリティ値一覧_商品」TO を選択し、「主キー」 フィー
ルドを指定
 • [2 番目のフィールドの値も表示] をチェックし、 「ユーティリティ値一覧_商品」 TO の 「c_商
品番号と商品名」 フィールドを指定
 • [次のテーブルから関連レコードの値のみ含める] を選択し、 ポップアップメニューで 「ユーティ
リティ値一覧」 TO を指定
 • [2 番目のフィールドの値のみを表示] を選択
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図8.4-15 動的値一覧 「商品リスト （販売中）」 の設定

c. [OK] をクリックして値一覧の作成を終了します。

6  「見積詳細」 レイアウトのポータルに値一覧 「商品リスト （販売中）」 を設定します。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 新しく作成した 「商品リスト （値一覧）」 をポータルフィールド 「商品外部キー」 に割り当てます。
インスペクタの [データ] タブの [フィールド] 領域で次の設定をしてください。
 • [コントロールスタイル] ： ポップアップメニュー
 • 値一覧： 「商品リスト （販売中）」
 • [一覧の表示切り替え用矢印を表示] ： オン
 • [値一覧でデータ書式を上書き] ： オン

c. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

7  設定した値一覧の表示を確認します。
a. ポータルの 「商品外部キー」 フィールドをクリックして、 ポップアップメニューに 「商品番号」 が
「30002」 から 「30005」 までの商品 （「販売状態」 = 「0」） が表示されていないことを確
認します。 （図 8.4-16）
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図8.4-16 販売中でない商品が表示されない値一覧

8  他の見積情報を確認します。
a. 4 件目の 「見積情報」 レコードに移動します。
b. ポータルレコードの 4, 5 件目の商品情報が表示されていないことを確認します。 （図 8.4-17）
これは、 4, 5 件目の商品が現在 「販売中」 でなくなったため、 値一覧 「商品リスト （販売中）」
の項目ではなくなり、 その結果、 値一覧の内容が表示されなくなったためです。 そのため、 「商
品外部キー」 フィールドに保存されているデータ （「商品情報」 レコードの 「主キー」） が表示さ
れてしまっています。

図8.4-17 「販売中」 でなくなり値一覧の内容が表示されなくなったポータルレコード
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c. 販売停止後も情報を表示するには、 選択した商品の商品名を格納するためのフィールドを配置し
て、 商品の選択と商品名の表示を別途考える必要があります （ここでは実施しません）。

演習終わり

8.4.3  レイアウトオブジェクトの表示 / 非表示を制御する
レイアウトオブジェクトは、 特定の条件や計算によってオブジェクトを表示するかどうかを設定することができます。
これは、 例えば次のような場合に利用できます。

 • 「期限日」 フィールドの値が本日より前の場合には 「期限が過ぎています！」 という警告文を表示する
 • 「見積状況」 フィールドの値が 「結果確定済」 でなければ、ユーザが入力できないように 「見積結果」
フィールドを表示しない

レイアウトオブジェクトの表示 / 非表示を制御するには、 インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域で [次の場
合にオブジェクトを隠す] オプションを設定します。
インスペクタ上の [次の場合にオブジェクトを隠す] の右の鉛筆アイコンをクリックすると [計算式の指定] ダイア
ログが表示され、レイアウトオブジェクトを隠す場合の条件式を指定することができます。 設定後、レイアウトオブジェ
クトには目玉の識別バッジが表示されます。
図 8.4-18 の例では、 「注文あり / 注文なし」 のラジオボタンセットに次の計算式で [次の場合にオブジェクトを
隠す] オプションが設定されています。

見積管理::見積状況 ≠ "結果確定済"

この場合、 「見積管理::見積状況」 フィールドの値が 「結果確定済」 以外であれば 「見積結果」 フィールド （ラ
ジオボタンセット） は表示されません。 表示されていないレイアウトオブジェクト （フィールド） には、 ユーザは入
力することはできません。

図8.4-18 [次の場合にオブジェクトを隠す] の設定
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レイアウトオブジェクトの表示 / 非表示
[次の場合にオブジェクトを隠す] オプションは、ポータルそのものやポータルフィールドには設定できますが、ポー
タル行には設定できません。 特定のポータル行を表示 / 非表示したい場合はポータルフィルタ （9.3.3） を使います。
同様に、 タブコントロールやスライドコントロールそのものには設定できますが、 タブパネル、 スライドパネルの
特定のパネルには設定できません。
ボタンやボタンバーにも [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションの設定ができます。 ボタンバーの場合は、
全体あるいはセグメントごとに設定が可能です。 あるセグメントが非表示になった場合は、 非表示になったセグメ
ントの幅の分、 他のセグメントが広く表示されます。

表示形式とレイアウトオブジェクトの表示 / 非表示
[次の場合にオブジェクトを隠す] オプションの設定は、 リスト形式では表示されている各レコードに対して条件式
が評価されます。 このため、 多くのフィールドに [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションを設定すると表示が遅
くなることがあるので注意してください。
表形式では [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションは設定できません。

検索モードとレイアウトオブジェクトの表示 / 非表示
ブラウズモードだけでなく検索モードでも [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションの設定を有効にするには、
インスペクタの [次の場合にオブジェクトを隠す] の設定の下の [検索モードで適用] オプションを選択します。
一方、 検索モードでのみ設定を有効にし、 ブラウズモードでは設定したくない場合には、 Get (ウインドウモード) 
関数を使って次のような条件式を設定します。

Get (ウインドウモード) = 1 and (レイアウトオブジェクトを隠す条件)

Get (ウインドウモード) 関数は検索モードのときに 「1」 を返すので、 検索モード以外の場合には上記条件式は
常に偽となり、 レイアウトオブジェクトは表示されます。

8.4.4  フィールド入力を禁止する
レイアウト上にフィールドは表示したままで、 フィールドへの入力を禁止することができます。 これは、 レイアウト
ごとに入力可否を設定したい場合に有効です。
レイアウト上のフィールドへの入力を禁止するには、 インスペクタの [データ] タブの [動作] 領域で [フィールド入
力] オプションを設定します。 入力を禁止したいモード （ブラウズモードと検索モード） の選択 （チェック） を外す
ことによって、 ユーザはそのモードでの入力ができなくなります。 （図 8.4-19）
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図8.4-19 フィールド入力の禁止の設定

8.4.5  フィールド入力を促す
フィールドに何もデータが入力されていないときにフィールドオブジェクト内にテキスト （プレースホルダテキスト）
を表示して、 ユーザに入力を促すことができます。
プレースホルダテキストを表示するには、 インスペクタの [データ] タブの [フィールド] 領域で [プレースホルダ
テキスト （フィールドが空の場合） ] にテキストを設定します。 計算式を設定して計算結果を表示することもできます。
（図 8.4-20）
プレースホルダテキストは、ユーザに 「ここに何を入力するべきなのか」 を伝えるために有効です。 ユーザがフィー
ルドにデータを入力すると、 プレースホルダテキストは表示されなくなります。

図8.4-20 プレースホルダテキストの設定
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8.5 Web ビューアと JavaScript の利用
Web ビューアはレイアウト上に Web ページを表示するためのレイアウトオブジェクトです。
Web ビューアはレイアウト上で Web ブラウザの機能を利用するものなので、 Web ブラウザを使ってできること
の多くを実行することができます。 例えば、 地図の表示、 Web 検索、 Web サイトの PDF 形式の文書の表示や動
画の再生などです。
Web ビューアで Web ページを表示する際は、 データベースに保存されているデータを URL の引数として使
用したり、 計算式でカスタム Web アドレスを作成したりすることも可能です。
また、 Web ビューアでは JavaScript を使った操作を実行することができます。 Web ビューア内の 
JavaScript と FileMaker のスクリプトの間で相互に情報をやり取りしながら、 カスタム App でインタラクティブ
なユーザインターフェースを利用することもできます。
ここでは、 Web ビューアの使い方を簡単に確認していきましょう。 なお、 インターネット上の Web サイトを表
示するにはインターネットに接続できるネットワーク環境が必要です。

8.5.1  Web ビューアを使って Web ページを表示する
レイアウト上に Web ビューアを配置するには、 ブラウズモードでステータスツールバーの Web ビューアツール
をクリックし、 レイアウト上で十字線をドラッグして四角形を描画します。

図8.5-1 ステータスツールバーの Web ビューアツール

Web ビューアの表示は [Web ビューアの設定] ダイアログで設定します （図 8.5-2）。
[Web ビューアの設定] ダイアログにはいくつかの Web サイトがあらかじめ登録されていて、 引数 （[住所]と
[キーワード]） を指定するだけですぐに利用できるようになっています。 この他、 計算式を定義して、 任意の Web 
サイトのカスタム Web アドレスを指定することもできます。
カスタム Web アドレスを指定する場合は、 [Web ビューアの設定] ダイアログの [Web サイトの選択] で[カス
タム Web アドレス]を選択し、 [Web アドレス] ボックスの横の [指定...] ボタンをクリックして Web アドレスの計
算式を定義します。
なお、 カスタム Web アドレスを指定する場合は次の点に注意する必要があります。

 • URL スキームが正しいこと （例えば、 「https://」、 「http://」、 「ftp://」、 「file://」 など）
 • [URL を自動的にエンコード] が選択されていて URL として正しくエンコードされていること
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図8.5-2 [Web ビューアの設定] ダイアログ

データ URL
Web ビューアはインターネット上の Web サイト以外の情報の表示も可能です。 この場合、 「data:」 という接
頭辞 （URL スキーム） から始まるデータ URL を計算式などで作成し、 カスタム Web アドレスとして指定します。
例えば、 フィールドデータとして HTML や JavaScript のテキストを格納しておき、 Web ビューアで表示すること
ができます。
データ URL は、 例えば 「data:text/html,」 の後に HTML 形式のテキストを記述すると HTML 文書として
解釈されます。 また、 「data:image/」 の後に 「png」 （PNG 形式）、 「jpeg」 （JPEG 形式）、 「gif」 （GIF 形式）
といった画像タイプを指定し、 base64 エンコードしたデータを後ろに続けると画像データとして解釈されます。
データ URL の指定方法については、 演習 8-6 も参照してください。

Web ビューアと Web ブラウザ
Web ビューアがレイアウト上で Web ページなどを表示できるのは、 FileMaker Pro や FileMaker Go をイン
ストールしているクライアントの Web ブラウザの機能を使用しているからです。
そのため、 Web ブラウザの設定も Web ビューアに反映されます。 例えば、 JavaScript の有効／無効の設定
などです。 Web ブラウザの設定は組織でルールが決まっている場合があるので、 要件定義の際には前もって、 利
用予定の Web ブラウザの設定が組織のルールに抵触していないかを確認しておく必要があります。
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演習 8-6  Web ビューアの設定と表示の確認

フォルダ：演習8_6 使用ファイル： 8_Webビューア確認.fmp12

この演習では、 レイアウトに Web ビューアを配置して設定し、 その表示を確認します。
ここでは、 Web ビューアにデータ URL （HTML, 画像）、 Web サイトの URL、 そしてあらかじめ用意されてい
る Web 検索サイトをそれぞれ指定し、 Web ビューアの表示を確認します。

1  演習ファイルを開いて、 「商品情報」 レイアウトを表示します。

2  「商品情報」 レイアウトに Web ビューアを配置して、 データ URL(HTML） を設定します。
a. ステータスツールバーの Web ビューアツール （図 8.5-1） をクリックして、 レイアウトの右側に
大きめの四角形を描画します。

b. 表示された [Web ビューアの設定] ダイアログの [Web サイトの選択] で [カスタム Web アド
レス] を選択します。

c. [Web アドレス] ボックスの右の [指定...] ボタンをクリックして、 以下の式を入力します。

"data:text/html," & ユーティリティ::g_Webビューアテスト

d. [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。 （図 8.5-3）

図8.5-3 [Web ビューアの設定] ダイアログでデータ URL を設定
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e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに戻ります。

3  データ URL を設定した Web ビューアの表示を確認します。
a. 「商品情報」 レイアウト上の 「入力フィールド」 ラベルの下のフィールドに、 「こんにちは」 と入
力します。

b. フィールドの外をクリックするなどしてフィールドを確定すると、 Web ビューアに 「こんにちは」
とそのまま表示されることを確認します。

c. 続いて、 「<h1>お元気ですか</h1>」 と入力してフィールドを確定すると、 「お元気ですか」 が
大きい文字で表示されることを確認します。

d. 続いて、 「<p style="color:#ff0000">暑い夏ですね</p>」 と入力してフィールドを確定する
と、 「暑い夏」 が赤い文字で表示されることを確認します。 （図 8.5-4）

図8.5-4 データ URL （HTML） の表示

4  Web ビューアの設定を変更してデータベースに保存された画像をデータ URL で指定します。
a. レイアウトモードに切り替え、 Web ビューアをダブルクリックして [Web ビューアの設定] ダイア
ログを表示します。

b. [Web ビューアの設定] ダイアログの [Web サイトの選択] で [カスタム Web アドレス] を選択
したまま、[Web アドレス] ボックスの右の [指定...] ボタンをクリックして、以下の式を入力します。

"data:image/jpeg;base64," & Base64Encode ( 商品情報::商品画像 )

c. [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、 レイアウトを保存します。

5  設定した Web ビューアの表示を確認します。
a. レコードを移動しながら、 各レコードの Web ビューアに商品画像が表示されていることを確認
します。 （図 8.5-5）
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b. Windows 環境などでもし画像が表示されないレコードがあれば、 Web ビューアに設定した
データ URL の 「jpeg」 の部分を 「png」 に変えてみてください。 （演習ファイルの 1 ～ 6 番
目のレコードには JPEG 形式の画像、 7 ～ 50 番目のレコードには PNG 形式の画像がそれぞ
れ保存されています。）

図8.5-5 データ URL （画像） の表示

6  Web ビューアの設定を変更して Web サイトを表示するようにします （インターネット接続環境が必要で
す）。
a. レイアウトモードに切り替え、 Web ビューアをダブルクリックして [Web ビューアの設定] ダイア
ログを表示します。

b. [Web ビューアの設定] ダイアログの [Web サイトの選択] で [カスタム Web アドレス] を選択し
たまま、 [Web アドレス] ボックスの右の [指定...] ボタンをクリックして、 以下の式を入力します。

ユーティリティ::g_Webビューアテスト

c. [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、 レイアウトを保存します。

7  設定した Web ビューアの表示を確認します。
a. 「商品情報」 レイアウト上の 「入力フィールド」 ラベルの下のフィールドに次の URL を入力して
確定します。

https://www.claris.com/ja
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b. Claris の Web サイトが表示されることを確認します。 （図 8.5-6）

図8.5-6 Web ビューアで Web サイトを表示

c. この他、 任意の URL を入力して Web ビューアの表示を確認してください。

8  Web ビューアの設定を変更して Web 検索を実行するようにします （インターネット接続環境が必要で
す）。
a. レイアウトモードに切り替え、 Web ビューアをダブルクリックして [Web ビューアの設定] ダイア
ログを表示します。

b. [Web ビューアの設定] ダイアログの [Web サイトの選択] で [Google Web 検索] を選択し
ます。

c. [クエリー] フィールドにフィールド名 「商品情報::商品名」 を設定します。
d. [Web アドレス] ボックスに次の URL が入力されたことを確認します。 （図 8.5-7）

"http://www.google.co.jp/search?" & "q=" & 商品情報::商品名
e. [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、 レイアウトを保存します。
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図8.5-7 Web 検索の設定

9  設定した Web ビューアの表示を確認します。
a. 「商品名」 フィールドに保存されている単語 （「ノート」 「A4 サイズ」 など） に応じた Web 検
索結果が表示されていることを確認します。

b. レコードを移動しながら、 「商品名」 フィールドの内容に応じて Web 検索結果が変わることを
確認します。

演習終わり

8.5.2  Web ビューアを使って JavaScript を利用する
Web ビューアでは、 JavaScript による操作を実行することができます。 例えば、 JavaScript で作成した独自
のユーザインターフェースを Web ビューアで表示して利用することができます。
また、Web ビューア内の JavaScript と FileMaker のスクリプトの間で相互に情報をやり取りすることができま
す。 例えば、JavaScript で作成した Web ビューア内のインタラクティブなカレンダーにユーザが予定を作成すると、
JavaScript から FileMaker スクリプトを呼び出してデータベースを更新することができます。 また、 FileMaker 
スクリプトから Web ビューア内の JavaScript 関数を呼び出し、 引数を介して情報を渡すこともできます。
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Web ビューアから FileMaker スクリプトを実行するためには、 [Web ビューアの設定] ダイアログで 
[JavaScript による FileMaker スクリプトの実行を許可] をオンにします。
FileMaker スクリプトから JavaScript 関数を呼び出すには [Web ビューアで JavaScript を実行] スクリプト

ステップを使用します。
一方、 JavaScript から FileMaker スクリプトを実行するには、 次の関数を使用します。

 • （v19.1.2 以降）
FileMaker.PerformScriptWithOption ( スクリプト, 引数, オプション );

 • （v19.0 以降）
FileMaker.PerformScript ( スクリプト, 引数);

詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

JavaScript を使ったアドオン
FileMaker Pro には 9 種類の JavaScript を使ったアドオンが標準で用意されており、 レイアウト上の Web 
ビューアを使ってカレンダーやカンバンなどインタラクティブで高度な機能をすぐに利用できるようになっています。
アドオンの使用方法について詳しくは、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 や FileMaker Pro ヘル
プの他、 Claris の Web サイト （Claris ブログ） などを参照してください。

図8.5-8 JavaScript を利用したアドオン （カレンダー） の使用例
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演習 8-7  Web ビューア での JavaScript の実行

フォルダ：演習8_7 使用ファイル： 8_Webビューア確認.fmp12

この演習では、 Web ビューアに JavaScript による簡単なインターフェースを設定し、 あらかじめデータベース
に設定されている値をそのインターフェース上に設定します。 さらに、 ユーザがそのインターフェース上で値を更新
すると、 それをデータベースに反映すようにします。
演習ファイルの 「Web フォーム」 テーブルには、 「名前」 「色」 「評価」 フィールド （いずれもテキストタイプ）
が定義されています。
また、 演習ファイルには、 「Web ビューアでユーザデータを設定」 と 「Web フォームからのデータを格納」 と
いう 2 つのスクリプトが定義されています。
「Web ビューアでユーザデータを設定」 スクリプトは、 JavaScript の関数 （「setUserData()」 を呼び出し、
引数で 「Web フォーム」 テーブルの 「名前」 「色」 「評価」 の 3 フィールドの値を渡します。 また、「Web フォー
ムからのデータを格納」 スクリプトは、JavaScript から呼び出され、スクリプト引数で受け取った値を 「Web フォー
ム」 テーブルの 「名前」 「色」 「評価」 の 3 フィールドにそれぞれ設定します。
演習ファイルの 「ユーティリティ」 テーブルの 「g_Webビューアソース」 フィールド （グローバルフィールド） には、
Web ビューアに設定するデータ URL が入力されています。 このデータ URL には、 Web ビューアが表示される
ときに常にロードされる HTML と JavaScript が含まれています。 Web ビューアに設定すると、 テキストフィー
ルド （「名前」）、0 から 10 までを指定できるスライダ （「評価」）、 色を選択できるポップアップ （「色」）、 および [送
信ボタン] が表示され、 利用できるようになります。
この演習の内容の詳細については、 FileMaker Pro ヘルプの 「Web ビューアで JavaScript を使用したスク
リプト作成」 を参照してください。 ここでは詳細に立ち入らず、 FileMaker データベースと JavaScript との間で
データがやり取りできることを確認しましょう。

1  演習ファイルを開いて、 「Web フォーム」 レイアウトの内容を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「Web フォーム」 レイアウトを表示します。
b. 左上に 「名前」 「評価」 「色」 フィールドが配置されていることを確認します。
c. 左下に Web ビューアが配置されていることを確認します。 まだ設定はしていません。
d. 右側にグローバルフィールド 「g_Web ビューアソース」 が配置され、 データ URL が保存され
ていることを確認します。

2  演習ファイルに定義されているスクリプトを確認します。
a. 「Web ビューアでユーザデータを設定」 スクリプトが定義されていることを確認します。 このスク
リプトは、JavaScript の関数 （「setUserData() 関数」 を呼び出し、 引数で 「Web フォーム」
テーブルの 「名前」 「色」 「評価」 の 3 フィールドの値を渡します。 （図 8.5-9）

図8.5-9 「Web ビューアでユーザデータを設定」 スクリプト
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b. 「Web フォームからのデータを格納」 スクリプトが定義されていることを確認します。 このスクリ
プトは、 JavaScript から呼び出され、 スクリプト引数で受け取った値を 「Web フォーム」 テー
ブルの 「名前」 「色」 「評価」 の 3 フィールドにそれぞれ設定します。 （図 8.5-10）

図8.5-10 「Web フォームからのデータを格納」 スクリプト

3  Web ビューアに JavaScript によるインタフェースが表示されるように設定します。
a. 「Web フォーム」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. レイアウト左下の Web ビューアをダブルクリックして [Web ビューアの設定] ダイアログを表示
します。

c. [Web アドレス] に 「ユーティリティ::g_Webビューアソース」 と入力します。
d. [Web ビューア内容とのインタラクションを許可] を選択します。
e. [JavaScript による FileMaker スクリプトの実行を許可] を選択します。

図8.5-11 [Web ビューアの設定] ダイアログの設定
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f. [OK] をクリックして、 ダイアログを閉じます。 （図 8.5-11）
g. 「Web フォーム」 レイアウト左下の Web ビューアを選択し、インスペクタの [位置] タブの [名前] 
に 「Web ビューア」 と入力します。

h. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
i. 「Web フォーム」 レイアウトの Web ビューアの部分にテキストボックス （「名前」） とスライダ （「評
価」） と色を選択できるポップアップ （「色」） が表示されていることを確認します。 （図 8.5-12）

図8.5-12 Web ビューアに表示された JavaScript によるインターフェース

4  フィールドデータが変更された場合に Web ビューアを更新するためにスクリプトトリガを設定します。
a. [ファイル] メニューの [管理] > [レイアウト...] を選択して [レイアウトの管理] ダイアログを表示
します。

b. 一覧の 「Web フォーム」 レイアウトをダブルクリックして [レイアウト設定] ダイアログを表示し
ます。

c. [レイアウト設定] ダイアログで [スクリプトトリガ] タブを表示します。
d. OnRecordLoad および OnRecordCommit スクリプトトリガに 「Web ビューアでユーザデー
タを設定」 スクリプトを実行するように設定します。 （図 8.5-13）

e. [レイアウト設定] ダイアログ、 [レイアウトの管理] ダイアログを閉じます。
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図8.5-13 スクリプトトリガの設定

5  フィールド値を変更して Web ビューアに表示された JavaScript インターフェースの動作を確認します。
a. 「Web フォーム」 レイアウトで新規レコードを 1 件作成します。
b. 「Web フォーム」 テーブルの各フィールドに次の値を設定します。

 • 「名前」 フィールド ： 「Web フォームテスト」
 • 「評価」 フィールド ： 「10」
 • 「色」 フィールド ： 「#ff2600」

c. 各フィールドを確定すると、 その値が Web ビューアの対応するインターフェースに反映されるこ
とを確認します。 （図 8.5-14 左）

6  Web ビューアに表示された JavaScript インターフェースで各値を変更し、 フィールド値の表示を確認
します。
a. Web ビューアの 「名前」 のテキストボックス、 「評価」 のスライダ、 「色」 のポップアップメニュー
から任意の値を設定し、 [送信] ボタンをクリックします。

b. Web ビューアの各インターフェースに設定した値が、 「名前」 「評価」 「色」 の各フィールドに反
映されることを確認します。 （図 8.5-14 右）
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図8.5-14 フィールド値と JavaScript とのデータ相互交換

演習終わり
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8.6 ポータルの利用
ポータルは、 FileMaker Pro で関連テーブルや現在のテーブル内のレコードを行単位でリスト表示するレイアウ
トオブジェクトです。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 ポータルを使って関連レコードをレイアウト内に一覧表示
する方法を確認しました。 ここでは、 ポータルについて再度確認しながら、 ポータルを使った一覧 / 詳細レイアウ
トについて確認します。

8.6.1  ポータルの基本
ポータルは、 関連テーブルや現在のテーブル内のレコードをリスト表示するレイアウトオブジェクトです。 本書で
は、 これまでもポータルを使って関連テーブルのレコードの内容を表示するレイアウトを扱ってきました （演習 8-4 
など）。

図8.6-1 関連レコードを一覧表示するポータル

ポータルを作成して関連レコードのデータを 1 行ずつ表示するには、 まず現在のレイアウトのテーブルオカレンス
と関連テーブルのテーブルオカレンスとの間にリレーションシップを作成します。
その後、 レイアウトモードでステータスツールバーのポータルツールをクリックし、 レイアウト上で十字線をドラッ
グして四角形を描画します。 （図 8.6-2）
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図8.6-2 ステータスツールバーのポータルツール

ポータルの設定は [ポータルの設定] ダイアログで行います。 （図 8.6-3）
[ポータルの設定] ダイアログでは、 ポータルに表示する関連テーブルのテーブルオカレンスを指定する他、 ポー
タルレコードのソート、 フィルタ、 ポータルレコードの削除の可否、 スクロールバーの表示方法や書式などが設定で
きます。

図8.6-3 [ポータルの設定] ダイアログ

ポータル内には、 次のレイアウトオブジェクトを配置することができます。

 • フィールド
 • テキスト
 • 線 / 図形
 • ボタン / ボタンバー / ポップオーバーボタン

なお、 タブコントロール / スライドコントロール、 グラフ、 Web ビューア、 他のポータルは配置できません。

8.6.2  一覧 / 詳細レイアウトを作成する
一覧 / 詳細レイアウトとは、 FileMaker Pro で現在のテーブルのレコードの一覧と選択されたレコードの詳細情
報を同時に表示するレイアウトです。
一覧 / 詳細レイアウトの中の一覧を表示する領域 （ポータル） をリスト領域、 詳細情報を表示する領域 （フィー
ルドの集合） を詳細領域と呼びます。 ユーザがリスト領域からレコードの項目を選択すると、 そのレコードの詳細情
報が詳細領域に表示されます。
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7.2.3 節で 「見積作成管理システム」 の画面配置を検討した際、一覧 / 詳細レイアウトを想定したワイヤーフレー
ムを作成しました （図 8.6-4）。 このようなレイアウトを使用することによって、 一覧レイアウトと詳細レイアウトを
行き来することなく、 1 つのレイアウト上で次々に商品情報を確認できるようになります。

図8.6-4 一覧 / 詳細レイアウトによるワイヤーフレーム （図 7.2-3 再掲）

一覧 / 詳細レイアウトの作成
一覧 / 詳細レイアウトを作成するには、 レイアウトに配置したリスト領域のポータルの設定で、 [レコードを表示:] 
のポップアップメニューから [現在のテーブルを選択] を指定します （図 8.6-5）。
ポータルに関連レコードを表示する際には最初に、 現在のレイアウトのテーブルオカレンスと関連テーブルのテー
ブルオカレンスとの間にリレーションシップを作成しましたが、 一覧 / 詳細レイアウトではリレーションシップは必要
ありません。
一覧 / 詳細レイアウトの具体的な作成方法については、 演習 8-8 を参照してください。

図8.6-5 一覧 / 詳細レイアウトのポータルの設定
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関連レコードのポータルとの違い
一覧 / 詳細レイアウトのポータルの [ポータル設定] ダイアログ （図8.6-5） で設定できる項目は、 8.6.1 節の関
連テーブルの [ポータル設定] ダイアログ （図 8.6-1） と異なり、 [ポータルレコードをソート] や[ポータルレコード
のフィルタ] などのオプションがグレー表示になっていて変更できません。 これは、 ポータルに表示するレコードと
して [現在のテーブル] を選択した場合、 ポータルに表示されるのは 「現在の対象レコード」 であるため、 現在の
対象レコードに対する操作で代替されるためです。
また、 現在のテーブルのレコードを表示するポータルと関連テーブルのレコードを表示するポータルとは、 ポータ
ルレコードに対する操作にも違いがあります。 例えば、 現在のテーブルのレコードを表示するポータルは、 次の特
徴があります。

（1） 現在のソート順がポータルに適用される
現在のテーブルのソート順を変更すると、 ポータルレコードもその順にソートされます。

（2） 検索結果がポータルに反映される
検索を実行するとポータルレコードが検索結果になります。 つまり、 ポータルに表示するレコードを変更する
には、 検索を実行します。

（3） レコードを削除するとポータルからも削除される
レイアウト上でレコードを削除すると、 当然ですが、 ポータル上の当該行も無くなります。

（4） 他のポータル行をクリックするとレコードが確定される
ポータル行をクリックするとレコード移動が起きるため、 レコードが確定されます。 このため、
OnRecordCommit や OnRecordRoad などのスクリプトトリガが実行されます。

表 8.6-1 は、 現在のテーブルのレコードを表示するポータルと関連テーブルのレコードを表示するポータルとの
違いをまとめたものです。
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表8.6-1 2 種類のポータルの違い

操作 「現在のテーブル」 のポータル 関連テーブルのポータル

レコードをソート 現在のソート順 ポータルレコードに指定されたソー
ト順

レコードをフィルタ 現在の対象レコード内のすべてのレ
コード

ポータルレコードに指定されたフィ
ルタを適用

行をクリック
クリックした行をアクティブにしてか
ら対応するレコードに移動
（そのレコードが現在のレコードに
なる）

クリックした行をアクティブにする
（別のレコードに移動するにはポー
タル内のオブジェクトにボタン操作
を追加要）

行を追加または削除 現在の対象レコード内容のレコード
が追加または削除される

関連テーブル内のレコードが追加ま
たは削除される

検索条件を表示 各検索条件で、 レコード作成順に
表示

常に現在の検索条件 （関連テーブ
ル内のレコード） で表示

変更を確定
別のポータル行を選択したときに
現在のレコード内のすべての変更が
確定

現在のレコードを確定したときにす
べてのポータル行の変更が同時に
確定

• Tab キーでフィールド間を移動
• データを検索および置換
• スペルチェック
• レコードをコピー
• データを Excel ファイルとして保存
など

レイアウト上の他のオブジェクトに
移動する前に、 現在のポータル行
でのみ操作が実行される

レイアウト上の他のオブジェクトに
移動する前に、 すべてのポータル
行で順次操作が実行される
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演習 8-8  一覧 / 詳細レイアウトの作成

フォルダ：演習8_8から9 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 「見積作成管理システム」 App に一覧 / 詳細レイアウトを作成します。
演習ファイルには既に、 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトが作成されています。 このレイアウトの右側には 「商
品情報」 テーブルのフィールドが配置されていますが、 これらを一覧 / 詳細レイアウトの詳細領域として、 レイアウ
トの右側にリスト領域、 すなわちポータルを作成します。
図 8.6-6 は、 一覧 / 詳細レイアウトの完成イメージです。

図8.6-6 「商品管理｜一覧詳細」 レイアウト （一覧 / 詳細レイアウト）
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1  演習ファイルを開いて、 「商品管理｜一覧詳細」 レイアウトを確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「商品管理｜一覧詳細」 レイアウトを表示します。
b. レイアウトの右側に 「商品番号」 「品名」 など 「商品情報」 テーブルのフィールドが既に配置さ
れていることを確認します。

c. レイアウトモードに切り替えて、 フィールドタブの [現在のテーブル] に 「商品情報管理」 が表示
されていることを確認します。 （図 8.6-7）

図8.6-7 演習開始時の 「商品管理｜一覧詳細」 レイアウト （レイアウトモード）

d. [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを表示します。
e. 「商品情報管理」 TO には何もリレーションシップが定義されていないことを確認します。 （図 
8.6-8）
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図8.6-8 「商品情報管理」 TO

f. [キャンセル] 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。

2  「商品管理｜一覧詳細」 レイアウトにポータルを挿入します。
a. ステータスツールバーのポータルツールをクリックして、レイアウトの左側の空いている領域にポー
タルを作成します。

b. [ポータル設定] ダイアログで次の設定をした後、 [OK] ボタンをクリックします。 （図 8.6-9）
 • [レコードを表示:] ： [現在のテーブル （「商品情報管理」） ]
 • [行数:] ： 9
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図8.6-9 現在のテーブルのポータルを挿入

c. [ポータルにフィールドを追加] ダイアログで 「c_商品番号と商品名」 フィールドを指定し、 [OK] 
ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

d. 商品名をすべて表示するために、 ポータルの高さを広げ、 さらにポータルレコードの高さを広げ
ます。 このとき、 サンプルデータを表示して作業すると分かりやすいです （[表示] メニューの [オ
ブジェクト] > [サンプルデータ])。

e. ポータルをクリックして、 自動サイズ調整を設定します。 インスペクタの [位置] タブの [自動サ
イズ調整] で下方向の錠アイコンをクリックし、 上下左に錠アイコンが付いた状態にします。

f. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
本演習冒頭の図 8.6-6 のような画面になっていることを確認してください。

3  一覧 / 詳細レイアウトの動作を確認します。
a. 左側のポータルの任意の行をクリックして、 右側 （詳細領域） にそのレコードの情報が表示され
ることを確認します。

4  ポータルのソートを確認します。
a. [レコード] メニューの [レコードのソート...] を選択し、 「c_商品番号と商品名」 フィールドを降順
でソートします。

b. 選択していたポータル行は変わりませんが、ポータルの表示順が 「c_商品番号と商品名」 フィー
ルドの降順になったことを確認します。

c. [レコード] メニューの [ソート解除] をクリックして未ソートの状態に戻します。
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5  検索とポータルの表示について確認します。
a. 検索ウインドウに 「鉛筆」 と入力してクイック検索を実行します。
b. ポータルの内容が 「鉛筆」 を含むレコードだけになったことを確認します。 （図 8.6-10）

図8.6-10 クイック検索実行後のポータルの表示

c. [すべてを表示] をクリックして全レコードを表示します。
d. 検索モードに切り替え、 詳細領域の 「商品番号」 フィールドに 「30001...30002」 と入力し、
検索を実行します。

e. ポータルの内容が検索結果の 2 件 （商品番号が 「30001」 と 「30002」 のレコード） になっ
たことを確認します。

演習終わり
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8.6.3  リレーションシップを使って一覧 / 詳細レイアウトを作成する
リレーションシップを使って一覧 / 詳細レイアウトを作成することもできます。
この場合は、 リスト領域に表示する TO と詳細領域に表示する TO との間にハブの役割をする TO を置き、 グ
ローバルフィールドを使って次のリレーションシップを作成します。

 • リスト領域のポータルを表示するためのリレーションシップ （照合条件： X）
 • 選択されたレコードの情報を詳細領域に表示するためのリレーションシップ （照合条件： =）

図 8.6-11 は、 リレーションシップを使って作成した一覧 / 詳細レイアウト （「商品管理 | X 関連」） です。 レイ
アウトの表示自体は、 前節の演習 8-8 で作成した 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトと同じですが、 一覧 / 詳細
レイアウトを実現する方法が異なります。 図右上のリレーションシップグラフは、 このレイアウトを実現するリレーショ
ンシップを表しています。

図8.6-11 リレーションシップを使った一覧 / 詳細レイアウト

一覧 / 詳細レイアウトを実現している 「商品管理 | X 関連」 レイアウトには 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO 
が指定されています。 リスト領域に表示する 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報」 TO と、 詳細領域に表示す
る 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報 | 選択」 TO は、 どちらも 「商品情報」 テーブルがソーステーブルです。
「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO はリスト領域のポータルを表示するために 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情
報」 TO と 「X」 （デカルト積） 条件でリレーションシップが定義されています。 また、 リスト領域で選択された商
品情報を詳細領域に表示するために 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報 | 選択」 TO と 「=」 条件でリレーショ
ンシップが定義されています。
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ポータルに配置されているフィールドにはボタンが設定されています。 ボタンに定義された単一ステップによって、
ユーザが任意のポータル行をクリックすると 「商品情報」 テーブルの 「主キー」 フィールドの値が 「ユーティリティ」
テーブルのグローバルフィールド 「g_商品選択」 に設定されます。 これによって、 詳細領域の各フィールド （「ユー
ティリティ | 一覧詳細_商品情報 | 選択」 TO のフィールド） に商品情報が表示される、 という仕組みです。
詳しくは、 演習 8-9 で確認してください。

照合条件としての 「X」 （デカルト積）

照合条件 「X」 （デカルト積） は、 照合フィールドの値に関係なく、 左側の TO のすべてのレコードを右側の TO のレ
コードに一致させるものです。 これを使うと 「なんでも OK」 なリレーションシップを定義したことになります。

演習 8-9  リレーションシップを使った一覧 / 詳細レイアウトの確認

フォルダ：演習8_8から9 使用ファイル： 8_見積作成管理.fmp12

この演習では、 リレーションシップを使った一覧 / 詳細レイアウトを具体的に確認します。
演習ファイルの 「商品管理 | X 関連」 レイアウトには、 2 つのスライドパネルを持つスライドコントロールが配置
されています。
左側のスライドパネルには、 8.6.3 節で説明した一覧 / 詳細レイアウトが実装されています。 この演習では主に
こちらを確認します。
右側のスライドパネルには、 ポップアップメニューで選択した商品の詳細情報を表示するレイアウトが実装されて
います。 こちらは、 ポップアップメニューに表示された値一覧から選択した商品の 「主キー」 がグローバルフィー
ルドに設定され、そのリレーションシップを使って関連レコード （商品の詳細情報） が表示されるようになっています。
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1  演習ファイルを開いて、 「商品管理 | X 関連」 レイアウトの動作を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「商品管理 | X 関連」 レイアウトを表示します。
b. スライドコントロールの左側のパネルが表示されていることを確認します。 （図 8.6-12）
c. 左側のリスト領域 （ポータル） の任意の行をクリックし、 対応する詳細情報が右側の詳細領域に
表示されることを確認します。

図8.6-12 「商品管理 | X 関連」 レイアウト （左側のスライドパネル）

d. スライドコントロールの右側のパネルを表示します。 （図 8.6-13）
e. 左上のポップアップメニューの任意の項目をクリックし、 対応する詳細情報が他のフィールドに表
示されることを確認します。
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図8.6-13 「商品管理 | X 関連」 レイアウト （右側のスライドパネル）

2  「商品管理 | X 関連」 レイアウトの TO とリレーションシップを確認します。
a. 「商品管理 | X 関連」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. フィールドタブの [現在のテーブル] に 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO が指定されていること
を確認します。

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] タブを表示し、 「ユーティリティ | 一覧
詳細」 TO のリレーションシップグラフを探します。 （図 8.6-14）

図8.6-14 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO のリレーションシップグラフ
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d. 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO が 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報」 TO と 「X」 （デカ
ルト積） 条件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。 このリレーションシップで
リスト領域のポータルを表示します。

e. 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO が 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報 | 選択」 TO と 「=」
条件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。 このリレーションシップでリスト領
域で選択された商品情報を詳細領域に表示します。

f. [キャンセル] 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。

3  「商品管理 | X 関連」 レイアウト （左側のスライドパネル） の仕組みを確認します。
a. ポータルをダブルクリックして [ポータル設定] ダイアログを表示し、 [レコードを表示:] に 「ユー
ティリティ | 一覧詳細_商品情報」 TO が指定されていることを確認します。

b. 詳細領域の任意のフィールドをダブルクリックして [フィールド指定] ダイアログを表示し、 「ユー
ティリティ | 一覧表示_商品情報 | 選択」 TO のフィールドが指定されていることを確認します。

c. ポータルレコードにボタン設定がされており、 「ユーティリティ | 一覧詳細」 テーブルのグローバ
ルフィールド 「g_商品選択」 に 「商品情報」 テーブルの 「主キー」 フィールドを設定する単一
ステップが割り当てられていることを確認します。 （図 8.6-15）

図8.6-15 ポータルフィールドのボタン設定

4  「商品管理 | X 関連」 レイアウト （右側のスライドパネル） の仕組みを確認します。
a. レイアウトモードのまま、 右側のスライドパネルを表示します。
b. インスペクタの [データ] タブを開き、 左上の 「g_商品選択」 フィールドにポップアップメニュー
で値一覧 「商品リスト」 が割り当てられていることを確認します。 （図 8.6-16）
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図8.6-16 値一覧を使ってグローバルフィールドに 「主キー」 を設定

c. 値一覧 「商品リスト」 の [値一覧に使用するフィールドの指定] ダイアログを開き、 [最初のフィー
ルドの値を使用] に 「商品情報管理」 テーブルの 「主キー」 フィールドが指定されていることを
確認します。

d. レイアウト上の他のフィールドには 「ユーティリティ | 一覧詳細_商品情報 | 選択」 TO の各フィー
ルドが割り当てられていることを確認します。
つまり、 このタブパネルの表示は、 「ユーティリティ | 一覧詳細」 TO と 「ユーティリティ | 一覧
詳細_商品情報 | 選択」 TO とのリレーションシップ （「=」 条件） を使って 「商品情報」 レコー
ドの詳細情報を表示していることがわかります。

演習終わり
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8.7 レイアウトオブジェクトの表示とパフォーマンス
カスタム App のレイアウトオブジェクトにはさまざまなレベルで書式設定をすることができます。 例えば、 ある
レイアウトオブジェクトの書式設定だけを変更することができる一方で、 あるレイアウト内の同じ種類のレイアウトオ
ブジェクトに対して同じ書式設定を適用することもできます。 あるいは、 カスタム App 内の他のレイアウトにその
書式変更を反映させたりすることもできます。
そして、 レイアウトの書式変更を、 より汎用的に設定することは、 カスタム App のパフォーマンスを向上させる
ことにも繋がります。
本節では、 FileMaker Pro のレイアウトの表示の仕組みと、 表示とパフォーマンスの関係について確認します。

8.7.1  レイアウトの書式設定
FileMaker Pro では、 レイアウトオブジェクト、 レイアウトパート、 レイアウト背景のそれぞれの書式を変更して
レイアウトをカスタマイズすることができます。
レイアウトオブジェクトは、 塗りつぶしだけでなく、 境界線の色や線のスタイルをカスタマイズすることができます。
テキストを表示するレイアウトオブジェクトの場合は、 テキストのフォントや太字、 斜体、 強調表示などを指定するこ
とができます。
レイアウトオブジェクトに対するこれらの個別の書式は、 インスペクタの [外観] タブで設定することができます。
特定の表示状態にあるオブジェクトの外観を変更するには、 [外観] タブの上から 2 番目のポップアップメニューで
選択してから変更します。
例えば、 ボタンには 「ボタン」 そのものと 「アイコン」 にそれぞれ、 「通常」、 「ポイントしたときに表示」、 「押
したとき」、 および 「フォーカス」 の 4 つの表示状態ごとに書式設定をすることができます。 （図 8.7-1）

図8.7-1 表示状態ごとの書式設定
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ボタンバーの場合には、「ボタン （ボタンバー）」、「区切り」、「セグメント」、「アイコン」 についてそれぞれ、「アクティ
ブ」、 「非アクティブ」、 「ポイントしたときに表示」、 「押したとき」、 「フォーカス」 の 5 種類の表示状態ごとに書式
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、 レイアウトパート、 レイアウト背景に対する書式属性の変更は、 そのレイアウトに
のみ保存されます。 この変更を他のオブジェクトや他のレイアウトに反映させるには、スタイル、そしてレイアウトテー
マとして保存します。

8.7.2  レイアウトテーマとスタイルの保存
レイアウトテーマは、 レイアウトで使用する色、 オブジェクト、 パート、 背景の属性、 フォントなどにデザイン的な
一貫性を持たせたスタイルのコレクションです。 FileMaker Pro には、 シンプルなものやモバイル用など、 レイア
ウトの目的に合わせていくつかのテーマが用意されており、 それらを目的に合わせて選択して利用することができま
す。
あるレイアウトテーマを使っているときにも、 レイアウト上のレイアウトオブジェクトに対してインスペクタの [外観] 
タブでグラフィックや書式を変更することができます。 このとき、 インスペクタの [スタイル] タブでは元のスタイル
の横に赤い下向き三角が表示されます。 これはそのオブジェクトだけに適用されているスタイルで、 同じレイアウト
上の他のオブジェクトにも他のレイアウトのオブジェクトにも適用されません。 このスタイルをローカル書式と呼びま
す。
ローカル書式を同じレイアウト上で同じスタイルが割り当てられているオブジェクトに反映させるためには、 スタイ
ルを保存します。 このスタイルをカスタムスタイルと呼びます。 スタイルを保存すると、 スタイルの横の下向き三角
がグレーに変わり、 その代わりにテーマ名の横にアスタリスクが付いて、 その横の下向き三角が赤色になります。
保存したスタイルを他のレイアウトにも反映させるには、 下向き三角をクリックして、 現在のテーマを更新するか
現在のテーマを新しいスタイルとして保存します。 この操作は取り消しができません。

図8.7-2 スタイルの保存 （左） とテーマの保存 （右）

テーマを変更するとデフォルトで用意されているテーマがコピーされ、 そのコピーに変更が保存されます。 これ
をカスタムテーマと呼びます。
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スタイルや表示状態のコピーと貼り付け （ペースト）
スタイルや表示状態をコピーして貼り付け （ペースト） することができます。 これによって、 レイアウトの表示に
一貫性を持たせることができ、 ユーザが見やすく分かりやすい画面を作成することができます。
スタイルや表示状態のコピーと貼り付けは、 インスペクタの 
[外観] タブか、 [編集] メニューの [オブジェクトスタイルをコ
ピー] および [オブジェクトスタイルを貼り付け] を使います。
インスペクタの [外観] タブからは、 スタイルと表示状態
それぞれのポップアップメニューの横の、 左側のスポイトで
コピー、 右側のスポイトで貼り付けすることができます。 （図 
8.7-3）
このとき、 同じレイアウトの同じタイプのレイアウトオブジェ
クトに貼り付けするとスタイルが変更され、 異なるタイプのレ
イアウトオブジェクトに貼り付けするとスタイルは同じで書式の
みが変更されます。
また、 異なるレイアウトのレイアウトオブジェクトに貼り付けすると、 タイプが同じでも 「デフォルト」 スタイルが
割り当てられて、 さらに変更された状態になります。

図8.7-3 スタイルと表示状態のコピーと貼り付け

8.7.3  レイアウトオブジェクトの表示の優先順位
レイアウトオブジェクトの色や塗りつぶし、 線などを設定するには、 スタイル以外に条件付き書式 （9.3.2） もあ
ります。 複数の書式設定が定義されている場合、 FileMaker Pro では次の優先順位に従って表示されます。 上の
順位ほど、 ブラウズモードでのレイアウトに優先して表示されます。 （図 8.7-4）
（1） 条件付き書式
常に優先順位の一番上です。 ただし、 表示状態 「フォーカス」
のときにはフォーカスに設定されている内容が優先されます。

（2） ローカル書式
スタイルに保存していないユーザ定義の書式設定です。 変更した
書式は他のオブジェクトには反映されません。

（3） カスタムスタイルに保存されているスタイル
レイアウトレベルのスタイルに保存されたユーザ定義の書式設定で
す。 変更した書式は現在のレイアウト上の同じスタイルの他のオブ
ジェクトに反映されますが、 他のレイアウトには反映されません。

（4） カスタムテーマに保存されているスタイル
テーマレベルに保存したユーザ定義の書式設定です。 変更した書
式はすべてのレイアウトで同じスタイルを使用しているオブジェクト
に反映されます。

図8.7-4 書式設定の優先順位
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（5） レイアウトのデフォルトスタイル
FileMaker Pro であらかじめ用意されているスタイルで、 ユーザが変更を加えたがテーマに保存していない
ものです。

（6） テーマのデフォルトスタイル
FileMaker Pro であらかじめ用意されているスタイルです。

8.7.4  レイアウトとパフォーマンス
カスタム App を複数人で共有するために FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud といったサーバー
にカスタム App ファイルを置くと、 サーバーからクライアントの FileMaker Pro や FileMaker Go にデータを転
送するプロセスが必ず発生します。
クライアントでの応答速度、 すなわちパフォーマンスに影響を与える要素はいろいろありますが、 レイアウトに関
してもサーバーからのデータ転送量を少なくする工夫が可能です。
なお、 FileMaker Pro におけるパフォーマンス向上については、 次のドキュメントも参考にしてください。

 • Claris International Inc.、 「FileMaker パフォーマンスを引き出す」、 
https://content.claris.com/ja-fm-performance-guide-reg

レイアウトオブジェクトとパフォーマンス
カスタム App を開発していると、 1 つのレイアウト上に 「必要かもしれない」 と思うすべての情報を表示するレ
イアウトができてしまうことがあります。 あるいは、長年運用しているカスタム App でも、カスタマイズのたびにユー
ザのその時々の要求で表示項目が増えていき、 最終的にどれが重要な情報なのかわかなくなってしまうこともあり
ます。
これは、 実際にカスタム App を使うユーザにとって嬉しくないばかりでなく、 パフォーマンスの観点でも問題に
なることがあります。
レイアウト上のすべてのレイアウトオブジェクトを表示するには、 画面を作成する （レンダリング） 時間が必要です。
さらに、 カスタム App をサーバーに置いて共有している場合は、 その画面情報をクライアントに転送する必要があ
ります。
FileMaker のクライアントでは基本的にウインドウに表示される部分に対して、 サーバーから情報が送信されま
す。 したがって、 レイアウト上のレイアウトオブジェクトをシンプルに必要最低限にするだけでなく、 最も重要な情報
以外は例えばスライドコントロールやタブコントロールの 2 番目以降のパネルに配置するなどの工夫が有効になり
ます。
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レイアウトテーマとパフォーマンス
カスタム App をサーバーに置いている場合、 レイアウトテーマはクライアントに 1 回ダウンロードされるとクライ
アント上に一時的に保存 （キャッシュ） され、 その後はそのテーマを使用する各レイアウトから参照されます。 この
ため、 レイアウトテーマのスタイルだけを使っている場合は迅速に表示することができます。
スタイルに変更を加えている場合、図 8.7-4 の優先順位の下から書式が適用されていきますが、そのためにサー
バーからその情報をダウンロードすることになります。 複数のレイアウトオブジェクトがローカル書式を使っている場
合はさらにパフォーマンスへの影響が大きくなります。
したがって、 FileMaker Pro であらかじめ用意されているレイアウトテーマのスタイルを変更して使いたいときは、
変更したスタイル （カスタムスタイル） をテーマに保存し、 さらにカスタムテーマとして保存することをお勧めします。



IV. 機能の実装 ～ 関数 ・ スクリプト
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第9章 計算式と関数

計算式は、 スクリプト （第 10 章） と共に、 要件定義 （2.2） で合意したカスタム App の機能 （ロジック） や
要件を実現するものです。
カスタム App では計算式の計算結果を利用してビジネスロジックを実装します。 計算式を活用すると、 カスタ
ム App の開発作業が一気にステップアップします。
この章では、 カスタム App で計算式を利用する典型的なケースを確認します。 また、 カスタム App 開発にお
いて押さえておきたい関数やカスタム関数の作成 ・ 利用方法について確認します。

9.1 計算式の利用
9.1.1  FileMaker Pro で計算式を使う
計算式は、 関数や演算子を使って記述された式です。 カスタム App では、 データベース内のデータ、 定数、
関数の戻り値などを使って計算を実行し、 1 つの値を返します。
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、 または時刻などで、 値が変化しないもの）
 • 演算子 （算術演算子、 比較演算子、 論理演算子、 文字列演算子）
 • 関数 （あらかじめ定義されて名前が付けられた式）
 • フィールド参照 （同じテーブルまたは関連テーブルのフィールド）

計算式は、 これまでの演習などで見てきたように、 主にカスタム App のフィールド、 レイアウト、 スクリプトの 
3 つの場面で利用します。

（1） フィールド値の設定
 • 計算タイプのフィールド （計算フィールド） の値の設定
　例：演習 8-4 の 「c_商品番号と商品名」 フィールド

 • 入力値の自動化オプションで計算結果を設定 （4.2.5）
　例：演習 4-1 の 「期限日」 フィールドと 「消費税率」 フィールド

 • 入力値の制限オプションでフィールドへ入力された値を適合 （真偽） 判定 （4.3.1）
 • [フィールド内容の全置換] コマンドまたはスクリプトステップでフィールド値を置換
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（2） レイアウトの制御
 • 条件付き書式、 プレースホルダテキスト、 ポップアップヘルプなどのレイアウトオブジェクトの外観や表示 

/ 非表示の判定
 • [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションの条件設定 （8.4.3）

（3） スクリプト
 • [If]、 [Exit Loop If]、 [フィールド設定]、 [計算結果を挿入]、 [フィールド内容の全置換] などのスクリプト

ステップでの利用

計算式とフィールドタイプ
計算式にはすべてのフィールドタイプのデータ使用できます。 ただし、 関数によっては使用できないタイプもあり
ます。

計算結果のタイプ
計算結果のタイプは、 計算式を使う場所に応じて自動的に決まったり、 ユーザが指定できたりします。
例えば、 レイアウトの表示の制御に計算式を使う場合は、 その計算結果のタイプは自動的に論理値に設定されま
すが、 フィールド値に計算式の結果を設定する場合は、 ユーザが計算結果のタイプを適切に設定する必要があります。
図 9.1-1 は、 計算結果のタイプが自動的に決まっている場合の例です。 プレースホルダテキストを計算式で設定
する場合、 必要な計算結果のタイプは 「テキスト」 です。 また、 [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションで設定
する計算式の結果のタイプは論理値です。 これらのタイプは自動で設定され、 変更することはできません。

図9.1-1 計算結果のタイプが決まっている場合

計算結果のタイプを指定する場合は、 [計算式の指定] ダイアログの左下の [計算結果:] のポップアップメニュー
で指定します。 （図 9.1-2）
このとき指定できるタイプは、 次のものです。

 • テキスト  • 日付  • タイムスタンプ
 • 数字  • 時刻  • オブジェクト
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図9.1-2 [計算式の指定] ダイアログの [計算結果:] ポップアップメニュー

計算結果のタイプが適切に指定されていないと意図しない結果になることがあるので、 設定し忘れがないように
注意してください。

演算子の優先順位
計算式は左から右に評価され、 加算と減算よりも乗算と除算が先に実行されます。 ただし、 カッコ 「( )」 を使
用すると、 カッコ内の式が先に評価されます。
さらに詳しい演算子の評価順位については FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

9.1.2  計算式の評価のタイミング
計算式を 「評価」 することで計算結果が得られます。 では、 計算式はいつ評価されるのでしょうか？　それは、
計算式が設定された場所とその設定によって異なります。

計算フィールドに設定された計算式の評価
計算式の評価のタイミングは、 計算フィールドの索引オプションの設定 （6.1.3） で次のように異なります。

索引を未設定 （非保存）
計算した結果を保持しないため、 そのフィールドのデータを参照 （レイアウト上に表示する、 検索するなど、 そ
のフィールドを使用すること） するたびに毎回計算式を評価し直します。
つまり、 計算式が評価されるタイミングは 「フィールド参照時に常に」 ということになります。

索引を設定済
一度評価が行われたらその結果を保存しておき、 そのフィールドのデータが参照された時に保存している値を
表示します。
つまり、 フィールド値を表示するだけでは再評価 （再計算） されません。
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索引が設定されて保存されている場合、 原則として、 計算式で使用されているフィールド （「被計算フィールド」
と呼びます） のデータが変更された時に再計算されます。
ただし、 再計算されるのは、 被計算フィールドが同じテーブルのフィールドで索引を持つ場合のみです。
さらに、 取得関数 （9.4.14） については、 次の点に注意してください。

 • 「Get ( 日付 )」 や 「Get ( タイムスタンプ )」 などの取得関数は、 日付や時刻が変わっても再評
価されない 

計算フィールド以外での計算式の評価
計算式は、 計算フィールド以外では 「それが必要とされるとき」 に評価されます。 計算式の評価のタイミングを
最適化する、 つまり、 再評価を最小限にすることで、 全体のパフォーマンスに影響を及ぼさないように配慮されて
います。

計算式の評価の失敗
計算式が評価できなかった場合、 「?」 が結果として返ります。
計算式が評価できなかった原因を探る方法の一つは、エラーコードを調べることです。 計算式評価時のエラーコー
ドを知るには EvaluationError 関数 （９.4.9） を利用することができます。 詳しくは FileMaker Pro ヘルプを
参照してください。

9.1.3  計算式とコンテキスト
[計算式の指定] ダイアログでは、 リレーションシップグラフで 2 つ以上のテーブルオカレンス （TO） が使用さ
れているソーステーブル （実体テーブル） において計算フィールドを定義する場合やフィールドオプションで計算式
を指定する場合に、 コンテキストを指定することができます。
これは、 同じソーステーブルを使ったコンテキストが複数ある場合に、 その計算式をどの TO から評価するのか
を指定する必要があるためです。
計算式においてそのテーブルのフィールドのみを使う、 あるいは、 フィールドをまったく使わないのであれば、 ど
のコンテキストを選んでも問題ありません。 しかし、 計算式に関連テーブルのフィールドを使っている場合、 コンテ
キストを正しく指定していないと計算式は正しく評価されず、 計算結果が変わる可能性があります。
コンテキストを指定するには、 [計算式の指定] ダイアログの一番上のポップアップメニュー [次のコンテキストから
この計算式を評価する] から TO 名を指定します。 （図 9.1-3）
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図9.1-3 計算式のコンテキストの指定

[計算式の指定] ダイアログの左側のフィールドパネルの一番上に、 TO の切り替え用プルダウンメニューがありま
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 にリレーションシッ
プが定義されていない場合、 計算式がエラーになることがあります。
なお、 グローバルフィールドはリレーションシップがなくても計算式中で参照することができます。

データビューアとコンテキスト

[計算式の指定] ダイアログで計算式を記述した後に [OK] ボタンをクリックすると、 計算式の構文にエラーがないか
チェックされます。 エラーがあるとメッセージが表示されます。
構文エラーがなくても、　「この式、 ちゃんと動くかな......」 と思ったときは、 データビューア （10.2.3） で確認すること
ができます。 このとき、 データビューアにはコンテキストの指定が必須になります。
例えば、「見積情報」 テーブルに 「発行日」 と 「発行年」 フィールドがあり、「発行年」 フィールドに 「Year ( 発行日 )」
の計算値自動入力を設定する場合を考えます。
「発行年」 フィールドにちゃんと 「発行日」 フィールドの 「年」 の値が入るかどうかを確認したいときは、 データビュー
アに計算式 「Year ( 発行日 )」 をそのまま入れても評価できず、 エラー （「<テーブルが見つかりません>」） になります。
この場合は式を 「Year ( 見積管理 :: 発行日 )」 と変更します。 つまり、 関数の引数に指定するフィールド名を現在
表示されているレイアウトの TO 名を付加した完全修飾名の表記にします。 これによってコンテキストが指定されたこと
になり、 エラーは起こらなくなります。
なお、 データビューアは [環境設定] で [高度なツールを使用する] を オン にしているときに [ツール] メニューから起
動することができます。
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演習 9-1  フィールドオプションで計算式を使う

フォルダ：演習9_1 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 「見積作成管理システム」 App のフィールドの入力値の自動化オプションと入力値の制限オプショ
ンを、 計算式を使用して指定します。
この演習では、 次の 4 つの設定を計算式で設定します。

 • 「商品情報」 テーブルの 「商品名」 フィールドに入力された文字列の前後のスペースを削除する （ス
テップ 2）
 • 「顧客情報テーブル」 の 「郵便番号」 フィールドと 「顧客担当者」 テーブルの 「電話番号」 および
「FAX 番号」 フィールドに、 半角数字と半角ハイフンだけが保存されるようにする （ステップ 4）
 • 「顧客情報」 テーブルの 「会社名」 フィールドに半角カタカナが入力されても全角で保存されるよう
にする （ステップ 5）
 • 「見積情報」 テーブルの 「期限日」 フィールドに 「発行日」 より古い日付が入力されそうになったら、
カスタムメッセージを表示して入力できないようにする （ステップ 7）

1  演習ファイルを開きます。

2  「商品情報」 テーブルの 「商品名」 フィールドに入力値の自動化オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて 「商品情報」 テーブルの [フィールド] タブを表示し
ます。

b. 「商品名」 フィールドを選択し、 [フィールドのオプション] ダイアログを開いて [入力値の自動化] 
タブを表示します。

c. [計算値] の右にある [指定 ...] をクリックして [計算式の指定] ダイアログで次の計算式を入力
します。 なお、 Trim 関数 （9.4.2） はテキストの前後のスペースを削除して返す関数です。

Trim ( Self ) 

d. [入力値の自動化] タブの [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] を オフ にし
ます。

e. [OK] ボタンをクリックしてフィールドオプションのダイアログを閉じます。
f. [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。

3  「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトで 「商品名」 フィールドの入力値の自動化オプションを確認します。
a. 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替えます。
b. 左側のリスト領域 （ポータル） の任意の行をクリックして右側に商品情報を表示します。
c. 「商品名」 フィールドの前や後に全角や半角スペースを入力し、 フィールドの外をクリックするな
どしてフィールドを確定すると、 入力したスペースが無くなることを確認します。

d. 「商品名」 フィールドの元々のデータの中に含まれているスペースは無くなっていないことを確認
します。
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4  「顧客情報」 テーブルの 「郵便番号」 フィールドに入力値の自動化オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて 「顧客情報」 テーブルの [フィールド] タブを表示し
ます。

b. 「郵便番号」 フィールドの入力値の自動化オプションに次の計算式を入力します。 なお、
RomanHankaku 関数 （9.4.6） は全角の英数字と記号を半角に変換する関数、 Filter 関数
（9.4.2） はテキストから指定された文字のみを元の順に返す関数です。

Filter ( RomanHankaku ( Self ) ; "-0123456789" )

c. [入力値の自動化] タブの [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] を オフ にし
ます。

d. [OK] ボタンでフィールドオプションのダイアログを閉じます。
e. 「顧客担当者」 テーブルの 「電話番号」 および 「FAX番号」 フィールドも同様に設定します。

5  「顧客情報」 テーブルの 「会社名」 フィールドに入力値の自動化オプションを設定します。
a. 「会社名」 フィールドの入力値の自動化オプションに次の計算式を入力します。 なお、

KanaZenkaku 関数 （9.4.6） は半角カタカナを全角に変換する関数です。
KanaZenkaku ( Self )

b. [入力値の自動化] タブの [フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない] を オフ にし
ます。

c. [OK] ボタンでフィールドオプションのダイアログと [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

6  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで 「郵便番号」、 「電話帳」、 「FAX 番号」、 および 「会社名」 フィー
ルドの入力の自動化オプションを確認します。
a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替えます。
b. 左側のリスト領域 （ポータル） の任意の行をクリックして右側に顧客情報を表示します。
c. 「会社名」 フィールドに 「アイウエオ」 など任意の半角カタカナを入力してフィールドを確定すると、
半角カタカナが全角に変わることを確認します。

d. 「郵便番号」 フィールドに数字と数字以外の文字と 「-(半角ハイフン)」 とを入力してフィールドを
確定すると、 数字と 「-(半角ハイフン)」 にフィルタ （変換） されることを確認します。  

e. レイアウトの詳細領域下の 「担当者情報」 パネルのポータル上の 「電話番号」「FAX 番号」 フィー
ルドでも 「郵便番号」 フィールドと同じことを確認します。

7  「見積情報」 テーブルの 「期限日」 フィールドに入力値の制限オプションを設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開いて 「見積情報」 テーブルの [フィールド] タブを表示し
ます。

b. 「期限日」 フィールドを選択し、 [フィールドのオプション] ダイアログを開いて [入力値の制限] タ
ブを表示します。
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c. [必要条件:] の [計算値で制限] の右にある [指定 ...] をクリックして [計算式の指定] ダイアロ
グで次の計算式を入力します。

発行日 ≦ Self
d. [データの入力時にユーザによる上書きを許可する] を オフ にします。
e. [制限値以外の入力時にカスタムメッセージを表示]を オン にし、 「発行日より古い日付は設定で
きません。」 と入力します。

f. [OK] ボタンをクリックしてフィールドオプションのダイアログと [データベースの管理] ダイアログ
を閉じます。

8  「見積詳細」 レイアウトで 「期限日」 フィールドの入力値の制限オプションを確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトに切り替えて 1 件目のレコードに移動します。
b. 「期限日」 フィールドに、 「発行日」 よりも古い日付を入力し、 エラーメッセージが表示されるこ
とを確認します。

演習終わり

フィールドへの入力値の補正

演習 9-1 で取り上げた以下のようなデータ項目は、 通常の業務でよく取り扱うものです。 これらの基本的な情報は、
書類の表示、 郵便物の宛名などによく使われるので、 入力される文字の種類が統一されていると扱いやすくなります。
 • 会社名
 • 郵便番号
 • 住所
 • 電話番号
 • FAX 番号
 • E メールアドレス
ユーザにこれらの項目の入力ルールを覚えてもらうよりも、 カスタム App 側でフィールドオプションを利用してある程
度自動で補正するようにしていた方が、 間違いがなく、 またユーザも安心です。
郵便番号、 電話番号、 FAX 番号などは、 テキストタイプフィールドとして取り扱います。 これらは、 含まれるべ
き内容を考慮して Filter 関数 （9.4.2） などで整形します。 E メールアドレスは、 テキスト全体を半角に変換する 
RomanHankaku 関数 （9.4.6） を使うと便利です。
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9.2 フィールド定義と計算式
ここでは、 ここまで演習で使用してきた 「見積作成管理システム」 を例に、 フィールド定義に使用する計算式に
ついて確認します。
（以下、 必要に応じて 「演習 9-1」 フォルダの演習ファイル 「9_見積作成管理.fmp12」 を参照してください。）

4.1.3 節では 「見積情報」 テーブルに次の 3 つのフィールドを定義しました。

 • c_見積総額
 • c_見積小計
 • c_消費税

これらのフィールドは計算タイプを指定することを前提に、 本書のフィールド名命名規則 （4.1.1） に従ってフィー
ルド名の先頭に 「c_」 を付けていますが、 4.1.3 節ではまだ計算式を設定していませんでした。
これらの計算フィールドに設定すべき計算式は、 それぞれ次のものです。 （図 9.2-1）

c_見積総額： 「c_見積小計」 + 「c_消費税」
c_見積小計： 「見積明細」 テーブルの 「c_金額」 の合計
c_消費税： 「c_見積小計」 * 「消費税率」 の小数点以下を四捨五入した値

なお、 ここでの消費税の計算方法は、 1 つの売上
伝票の小計に対して消費税 （四捨五入） を加算する
方式を採るものとします。

上記フィールドのうち、 「c_見積小計」 フィールド
以外は 「見積情報」 テーブル内のフィールドを使っ
た計算式で定義できます。

「c_見積小計」 フィールドに設定する計算式につ
いては、 次の節で確認します。

図9.2-1 見積書と 「見積情報」 テーブルのフィールドの関係
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9.2.1  関連フィールドを使った計算
「見積情報」 テーブルの 「c_見積小計」 フィールドは、 明細行、 すなわち 「見積明細」 テーブルの 「c_金額」
フィールドの合計額です。 この合計額は、 次の計算式で計算することができます。

Sum ( 見積管理_明細::c_金額 ) 

Sum 関数は統計関数 （9.4.8） の一つです。 同じテーブル、 関連 TO の 1 つのフィールド、 複数のフィールド
の合計を結果として返します。
この式は単純な計算式ですが、 適切なコンテキスト （9.1.3） が指定されていないと正しい計算結果は得られま
せん。 この計算式は、 図 9.2-2 に示すように第 5 章で設計した TOG のコンテキストを使用しています。

図9.2-2 「c_見積小計」 フィールドの計算式とコンテキスト

なお、 この計算式は関連テーブルのフィールドを使用
しているため、 索引は自動的に 「非保存」 に設定され
ます。 この設定を解除しようとしても、 図 9.2-3 のエ
ラーメッセージが表示されて解除できません。

図9.2-3 非保存を解除しようとしたときのエラーメッセージ
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9.2.2  同じテーブル内のフィールドを使った計算
「見積情報」 テーブルの 「c_消費税」 フィールドと 「c_見積総額」 フィールドは、計算式に同じ 「見積情報」 テー
ブル内のフィールドを使っています。 関連 TO のフィールドは使っていません。

「c_消費税」 フィールド
このフィールドに設定する計算式は、 「c_見積小計」 フィールドに消費税率 （「消費税率」 フィールド） を掛け合
わせて四捨五入した額です。 関連 TO のフィールドは使用していないので、 特にコンテキストを気にする必要はあ
りません。
値を四捨五入するには Round 関数 （9.4.3） を使います。 計算式は次のようになります。

Round ( c_見積小計 * 消費税率 ; 0 )

この計算式の索引オプションも、 計算式に使われている 「c_見積小計」 フィールドが非保存なので、 非保存が
自動的に設定されます。 解除はできません。
なお、 この計算式に使用されている 「消費税」 フィールドには次の計算式が入力値の自動化オプションで設定さ
れていますが、 式中に関連フィールドは使用せず、 同じテーブルのフィールド （「発行日」） を使っているだけなので、
索引オプションは必要に応じて保存 / 非保存を設定することができます。

Case ( 発行日 < Date ( 10 ; 1 ; 2019 ) ; .08 ; .1 ) 

「c_見積総額」 フィールド
このフィールドに設定する計算式は、「c_消費税額」 と 「c_見積小計」 フィールドの合算値です。関連 TO のフィー
ルドは使用しません。

c_見積小計 + c_消費税

なお、 上の計算式は以下のように書いても結果は同じです。
Sum ( c_見積小計 ; c_消費税 )
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図 9.2-4 は、 「見積情報管理システム」 の 「見積情報」 テーブルの 3 つの計算フィールドを定義した結果です。

図9.2-4 「見積情報」 テーブルの 3 つの計算フィールド

「消費税」 の要件定義

金額に影響があるような業務にとって重要な事柄は、 業務のルールを確認してユーザの合意を得た要件でフィールド定
義や計算式を設定する必要があります。 「消費税」 については、 例えば次の点を確認する必要があります。

計算方法と端数の処理 ：
 • 消費税率の適用は発行日時点にするか、 任意の日付(受注日や請求日)の時点にするか
 • 消費税額の端数処理は、 切り上げ、 切り捨て、 四捨五入のどれか

消費税をどこで計算するか ：
 • 明細の合計額に対して消費税を計算する
 • 明細行ごとに消費税を計算する
本書の 「見積作成管理システム」 では、 次のように要件定義しているものとしています。
 • 消費税率の適用は発行日時点とする
 • 消費税額の端数処理は、 四捨五入とする
 • 明細の合計額に対して消費税を計算する
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9.3 レイアウトと計算式
ここでは、 ここまで演習で使用してきた 「見積作成管理システム」 を例に、 レイアウト上で使用する計算式につ
いて確認します。
（以下、 必要に応じて 「演習 9-1」 フォルダの演習ファイル 「9_見積作成管理.fmp12」 を参照してください。）

9.3.1  [次の場合にオブジェクトを隠す] の論理式
8.4.3 節で確認した [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションは、 計算式 （論理式） の結果の論理値によっ
て次のように表示をコントロールするものです。

計算式の条件に一致する： 「1(真 = True )」 → 表示しない
計算式の条件に一致しない ： 「0(偽 = False)」 → 表示する

「見積作成管理システム」 では、 [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションを使って、 「見積状況」 フィールドに
「結果確定済」 が入力されるまでは 「見積結果」 フィールドを表示しない （入力できない） ようにしています。 こ
のとき [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションに設定されている計算式は次の内容です。

見積管理::見積状況 ≠ "結果確定済"

この計算式は、 次のような関数を使った計算式で記述することもできます （演習 9-2）。
not Exact ( 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" )

not 演算子
not 演算子は Exact 関数のような論理関数 （9.4.9） の結果 （論理値） を逆転させるために使用します。 こ
のため、 上記 Exact 関数に not 演算子を使った式は次のように評価されます。

Exact 関数の結果が真 （比較対象が一致） ： 「0(偽 = False)」
Exact 関数の結果が偽 （比較対象一致していない） ： 「1(真 = True )」 

なお、 次の式も同じ評価結果となります。
Exact ( 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" ) = 0 
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演習 9-2  [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションに計算式を使う

フォルダ：演習9_2 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 レイアウトオブジェクトに [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションを設定します。
演習ファイル （「見積作成管理システム」） の 「見積結果」 フィールドには既に [次の場合にオブジェクトを隠す] 
オプションが設定されていますが、 その条件式に 8.4.3 節で確認したものとは異なる計算式を設定し、 動作を確
認します。

1  演習ファイルを開き、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積結果」 フィールドの [次の場合にオブジェクトを隠す] の計算式を変更します。
a. ラジオボタンセットの 「見積結果」 フィールドをクリックします。
b. インスペクタの [データ] タブの [動作] の [次の場合にオブジェクトを隠す] に次の計算式が設定
されていることを確認します。

見積管理::見積状況 ≠ "結果確定済"
c. 上記計算式を以下の計算式に変更します。

not Exact ( 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" )

図9.3-1 [次の場合にオブジェクトを隠す] の計算式

d. レイアウトを保存してブラウズモードへ切り替えます。

3  計算式変更前と同様に、 ラジオボタン 「結果確定済」 を選択すると 「注文あり / 注文なし」 のラジオ
ボタンが表示されることを確認します。

演習終わり
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9.3.2  条件付き書式の利用
条件付き書式は、 書式を適用する条件に論理式の結果 （論理値） を利用するものです。 すなわち、 次のように
動作します。

計算式 （論理式） の条件に一致する：　 「1(真 = True )」 → 書式を適用する
計算式 （論理式） の条件に一致しない ： 「0(偽 = False)」 → 書式を適用しない

書式を適用する条件は、 値の範囲、 あるいは計算式で指定します。 条件は、1 つあるいは複数の指定が可能です。
例えば、演習 9-2 の 「見積詳細」 レイアウトの右上にあるボタンバーは、一番右のゴミ箱アイコンだけが赤になっ
ています。 ボタンバーは、 1 セグメントだけ別のスタイルを設定することはできません。 また、 ゴミ箱アイコンのセ
グメントだけがアクティブに設定されているわけでもありません。
これは条件付き書式が設定されているためです。

図9.3-2 ゴミ箱アイコンに設定している条件付き書式

ゴミ箱アイコンのセグメントに設定されている計算式は、 「1」 だけです。 これには次の意味があります。
常に 1(真 = True ) → 「いつも」

つまり、 ゴミ箱アイコンは、 常に真となる論理式を使って常に赤く表示されるように設定されています。
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一番優先の表示
条件付き書式は、 レイアウトオブジェクトに設定されているスタイルとローカル書式を上書きして表示されます
（8.7.3）。
ただし、 [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションが設定されていると、 条件付き書式よりも先に表示 / 非表
示が適用されます。

複数の条件付き書式
条件付き書式には、 複数の条件を設定することができます。 条件の順序は行をクリックして上下に移動し、 並べ
替えることができます。
複数の条件が設定されている場合は、 上から順番にすべて評価され、 合致した条件が適用されます。 したがって、
最後に合致した条件の書式が表示されることになります。
なお、 1 つのレイアウトオブジェクトに複数の条件を設定する場合、 条件の間に矛盾があると想定した結果になり
ません。 必ず、 いくつかのパターンのデータでテストして確認しましょう。
条件付き書式に複数の条件を設定する具体的な操作は、 演習 9-4 も参照してください。

条件付き書式と Case 関数の条件評価の違い

Case 関数 （9.4.10） も複数の条件を設定することができますが、 Case 関数は合致した条件で評価が終了して結果
を返します。 合致した条件以降の条件は評価されません。

条件付き書式をどれだけ設定するか
複数のフィールドに条件付き書式を設定すると、 当然ながらそれぞれが評価されます。 そのため、 多くの条件
付き書式を設定すると評価時間がそれだけ （ほんの少しではありますが） かかります。 特にリスト形式では、 複数
のレコードが一画面に表示されるため、 レコードごとに複数のフィールドの条件を評価し、 表示に時間がかかること
があるので注意してください。
複数のフィールドにそれぞれ条件付き書式を設定する代わりに、 1 つのレイアウトオブジェクトを使って書式を制
御する方法もあります。 詳しくは、 演習 9-5 を参照してください。

演習 9-3  条件付き書式を設定する

フォルダ：演習９_3から4 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 レイアウトオブジェクトに条件付き書式を設定します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 では、 「商品情報」 テーブルの 「販売状態」 フィールドの値が 「1」
の場合はその商品は 「販売中」 という前提です。 演習ファイルは、 演習 8-5 で 「商品番号」 が 「30002」 か
ら 「30005」 のレコードの 「販売状態」 フィールドに 「0」、 すなわち 「販売停止」 としています。
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ここでは、 「販売状態」 フィールドが以下のように表示されるよう、 条件付き書式を設定します。

 • 「販売状態」 フィールドが 「1」 →そのまま何もしない
 • 「販売状態」 フィールドが 「1」 ではない →文字色をグレーにする

1  演習ファイルを開いて、 「商品管理｜一覧詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「c_商品番号と商品名」 フィールドに条件付き書式を設定します。
a. [オブジェクト] タブを表示し、 「ポータル （商品情報管理）」 の中の 「編集ボックス （c_商品番
号と商品名）」 をクリックします。

b. 右クリックで表示されるショートカットメニューから [条件付き書式...] を選択します。 （図 9.3-3）
（[書式] メニューの [条件付き...] を選択しても同じです。 )

図9.3-3 [オブジェクト] タブから条件付き書式を選択

c. 表示された [条件付き書式] ダイアログで [追加] ボタンをクリックして、新しい条件を作成します。
d. 新しい条件の [条件] のポップアップメニューで 「計算式が」 を選択し、 [指定...] ボタンをクリッ
クして [計算式の設定] ダイアログを表示します。

e. [計算式の設定] ダイアログで、 次の計算式を記述します （デフォルトで表示されている 「Self≥
"" and Self≤""」 は削除してください）。

商品情報管理::販売状態 ≠ 1
f. [OK]をクリックして、 [計算式の設定] ダイアログを閉じます。
g. 引き続き [条件付き書式] ダイアログで、 書式を設定します。
[文字色:] のチェックボックスをクリックし、 さらに右にある黒い色の四角形をクリックします。 カ
ラーリストが表示されるのでグレーの四角形を選択します。 （図 9.3-4）
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図9.3-4 条件付き書式の設定

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。  

「c_商品番号と商品名」 フィールドに、 条件付き書式の識別バッジが表示されていることを確認
してください。

i. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

3  「商品管理｜一覧詳細」 レイアウトのポータル行のうち、 「商品番号」 が 「30002」 から 「30005」
の文字が設定したグレーになっていることを確認します。

演習終わり

演習 9-4  条件付き書式を設定する （複数条件）

フォルダ：演習9_3から4 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 レイアウトオブジェクトに複数の条件を指定する条件付き書式を設定します。
ここでは、 演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積リスト」 レイアウトに表示される各レコードの文字
色を、 「見積状況」 フィールドの値によって以下のように切り替えます。
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1. 「見積状況」 フィールドが 「お客様検討中」 ： 文字を太字
2. 「見積状況」 フィールドが 「結果確定済」 ： 文字色をグレー

1  演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  ボディパートに配置してあるフィールド全体を選択し （あるいは、[オブジェクト] タブで 「フィールド」 でフィ
ルタしてすべてを選択し）、 右クリックでショートカットメニューから [条件付き書式...] を選択します。

3  [条件付き書式] ダイアログで 1 番目の条件を設定します。
a. [追加] ボタンをクリックして新しい条件を作成します。
b. [条件] を [計算式が] として、 次の計算式を設定します。

Exact ( 見積管理::見積状況 ; "お客様検討中" )
c. [書式] の [太字] をチェックします。

4  [条件付き書式] ダイアログで 2 番目の条件を設定します。 （図 9.3-5）
a. [追加] ボタンをクリックして新しい条件を作成します。
b. [条件] を[計算式が] として、 次の計算式を設定します。

Exact ( 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" ) 
c. [書式] の [文字色] をチェックし、 カラーリストからグレーを選択します。

図9.3-5 複数の条件付き書式を設定
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5  [OK] をクリックして [条件付き書式] ダイアログを閉じ、 選択しているすべてのフィールドに条件付き書
式の識別バッジが表示されていることを確認します。

6  「見積りスト」 レイアウトで、 設定した条件付き書式を確認します。
a. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
b. 「見積リスト」 レイアウトで次のレコードの表示を確認します。 （図 9.3-6）

 • 見積番号 「10002」 と 「10005」 のレコードは、 「見積状況」 が 「お客様検討中」 なので、
太字で表示されています。
 • 見積番号 「10001」 と 「10004」 のレコードは、「見積状況」 が 「結果確定済」 なので、グレー
の文字で表示されています。
 • 見積番号 「10008」 のレコードは、 「見積状況」 が 「作成」 なので、 通常の表示です。

図9.3-6 複数の条件付き書式を設定した 「見積リスト」 レイアウト

7  見積番号 「10008」 の 「見積状況」 を変更して、 条件付き書式の動作を確認します。
a. 「見積リスト」 レイアウト上で 8 件目のレコード （見積番号 「10008」） に移動します。
b. 「見積詳細」 レイアウトに切り替えます （見積番号 「10008」 のレコードが表示されます）。
c. 「見積登録」 タブ上部のラジオボタンを 「作成」 から 「お客様検討中」 に変更します。
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d. 「見積リスト」 レイアウトに切り替えて、 見積番号 「10008」 のレコードが太字になっていること
を確認します。

e. 見積番号 「10008」 のレコードのままで、 もう一度 「見積詳細」 レイアウトに切り替え、 「見積
登録」 タブ上部のラジオボタンを 「結果確定済」 に変更します。

f. 「見積リスト」 レイアウトに切り替えて、 見積番号 「10008」 のレコードがグレーの文字になって
いることを確認します。

演習終わり

演習 9-5  条件付き書式を設定する （設定箇所の工夫）

フォルダ：演習9_5 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 複数のフィールドに条件付き書式を設定する代わりに、 1 つのボタンオブジェクトを使って表示を
制御します。
演習 9-4 では 「見積リスト」 レイアウトのボディパート上にある 9 個のフィールドに対して文字色等を変更する
条件付き書式を設定しました。 しかして、 条件付き書式を設定するフィールド数が多くなるとパフォーマンスに影響
が出ることがあります。
そこで、 各フィールドの文字を変更するのではなく、 レコードの背景を以下のように切り替えることによって 「見
積状況」 がわかるようにします。

（1） 「見積状況」 フィールドが 「お客様検討中」 ： レコード背景をピンク
（2） 「見積状況」 フィールドが 「結果確定済」 ： レコード背景をグレー
（3） 「見積状況」 フィールドが 「作成中」 ： 通常どおり

レコードの背景を変更するには、 リスト形式で 1 行、 つまりレコード全体の背景にボタンオブジェクトを配置し、
ボタンオブジェクトの色を条件付き書式で変更するようにします。
このとき、 特定の条件以外の場合 （上記 (3)） に背景色が変わらないようにデフォルト状態のボタンオブジェク
トを透明に設定しますが、 そうするとレイアウトモードでオブジェクトを選択しづらくなります。 また、 ボタンオブジェ
クトがあることがわからなければ、 オブジェクトパネルの [オブジェクト] タブでもわかりづらくなります。
そこで、 配置したボタンオブジェクトを次のように設定します。

 • 現在のモードを判定して、 レイアウトモードではわかりやすい表示にする
 • オブジェクト名を付与して [オブジェクト] タブで見つけやすくする

なお、 この演習ファイルでは、 演習 9-4 で設定した条件付き書式を削除しています。

1  演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  ボディパート全体を覆うボタンオブジェクトを作成して配置します。
a. ボディパートと同じ大きさ （幅 1024× 高さ 80pt） のボタンオブジェクトを 1 つ作成します。
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b. 作成したボタンオブジェクトを次のようにボディパートに合わせて配置します。 （図 9.3-7）
ボタンオブジェクトが見づらい場合は、 インスペクタの [スタイル] タブで [プライマリ] を選択し
て色を付けて作業してください。

 • ボタンオブジェクトの配置 （インスペクタの [位置] タブ）
 – [位置] ：  [左辺]- 0pt, [上辺]- 150pt
 – [自動サイズ調整] ： 左、 上、 右にアンカー

 • ボタンオブジェクトの色と形 （インスペクタの [外観] タブ）
 – [線] ：  「なし」
 – [角丸の半径] ： 0

図9.3-7 ボタンオブジェクトの作成と配置

3  ボタンオブジェクトに条件付き書式を設定します。
a. 1 つめの [条件] として [計算式が] に次の計算式を設定し、 [書式] の [塗りつぶし色] にピンク
を選択します。

見積管理::見積状況 = "お客様検討中" 
b. 2 つめの [条件] として [計算式が] に次の計算式を設定し、 [書式] の [塗りつぶし色] にグレー
を選択します。

見積管理::見積状況 = "結果確定済"

4  ボタンオブジェクトがレコード背景になるように設定します。
a. ボタンオブジェクトを選択し、 オブジェクトパネルの [オブジェクト] タブ上で一番下にドラッグし
て最背面になるようにします （あるいは、 インスペクタの [位置] タブの [配置と整列] で最背面
ボタンをクリックします）。

b. 上記 ステップ 3 で設定した条件以外ではレコードの背景色が変わらないように、 インスペクタの 
[スタイル] タブで [反転透明] を選択するか （テーマが 「アペックスブルー」 の場合）、 [外観] タ
ブでボタンオブジェクトの [塗りつぶし] と [線] を 「なし」 に設定します。

c. レイアウトを保存します。
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5  ブラウズモードで 「見積リスト」 レイアウトの表示を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えます。
b. 次のレコードの表示を確認します。 （図 9.3-8）

 • 見積番号 「10002」 と 「10005」 のレコードは、 「見積状況」 が 「お客様検討中」 なので、
レコード背景がピンクで表示されています。
 • 見積番号 「10001」 と 「10004」 のレコードは、「見積状況」 が 「結果確定済」 なので、レコー
ド背景がグレーで表示されています。
 • 見積番号 「10003」 のレコードは、 「見積状況」 が 「作成」 なので、 通常の表示です。
 • レコードを移動すると、 「見積状況」 が 「作成」 のレコードは背景が現在のレコード用の色に
変わり、 フィールド枠が表示されます。 （すべてのレコードにフィールド枠を表示するには、 レ
イアウト設定で設定します。）

図9.3-8 ボタンオブジェクトを利用したレコードの書式設定例

6  レイアウトモードでボタンオブジェクトを見やすくするために、 モードを判定して塗りつぶし色を変える条
件付き書式を追加します。
a. レイアウトモードに切り替えます。
b. ボタンオブジェクトを選択して、 ボタンの塗りつぶし色を目立つ色に変更します。
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c. [条件付き書式] ダイアログを表示して、 新しい条件を追加します。
[条件] として [計算式が] に次の計算式を設定し、 [書式] の [塗りつぶし色:] をなしにします。
なお、Get ( ウインドウモード ) 関数 （9.4.14） は、ブラウズモードのときに 「0」 を返す関数です。

Get ( ウインドウモード ) = 0
d. [条件付き書式] ダイアログ上で作成した条件をドラッグして、 他の条件よりも上に （一番上に）
配置してください。

図9.3-9 ウインドウモードを条件とする条件付き書式の設定例

条件付き書式の条件は並べられた順に上から評価されるので、 この条件は最初に評価されます。
この条件が合致した場合でもその下の条件はすべて評価され、 この下の条件で合致するものが
ある場合は最後に合致した条件で書式が上書きされます。

7  ボタンオブジェクトの上に乗っているレイアウトオブジェクトを作業するときにボタンオブジェクトを動かし
てしまわないように、 ボタンオブジェクトをロックします。
a. ボタンオブジェクトを選択した状態で、インスペクタパネルの [位置] タブの [配置と整列] の [ロッ
ク] （錠マーク） をクリックします。

8  ボタンオブジェクトに名前を付けて見つけやすくします。
a. ボタンオブジェクトを選択して、インスペクタの [位置] タブの [名前] に 「レコード背景用ボタン」
と入力します。
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b. 入力した名前がオブジェクトパネルの [オブジェクト] タブにも反映されることを確認します。 （図 
9.3-10）

図9.3-10 ボタンオブジェクトへの名前の指定

9  レイアウトを保存します。

10  「見積リスト」 レイアウトの動作を確認します。
a. レイアウトモードでは、 ボタンオブジェクトの塗りつぶし色がステップ 6-b で設定された色になっ
ていることを確認します。

b. ブラウズモードに切り替えます。
c. ブラウズモードでは、 ボタンオブジェクトの塗りつぶし色がステップ 3, 4 で設定された色になっ
ていることを確認します。

演習終わり

レイアウトの配色

演習 9-5 では、 条件ごとにわかりやすい配色を使いましたが、 配色については実際にカスタム App を使うユーザと
相談します。
遠くから画面を確認する必要があれば濃い色がわかりやすいかもしれません。 明るい場所、 暗い場所、 色の多さ、 少
なさなど、 ユーザの作業しやすさ、 見やすさ （目の疲れやすさ） とあわせて検討する必要があります。
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9.3.3  ポータルフィルタの設定
ポータル （8.6） は、 計算式で条件を指定して表示するレコードをフィルタする （絞り込む） ことが可能です。
ポータルレコードのフィルタ （ポータルフィルタ） では、 [ポータル設定] ダイアログに設定された計算式の結果
を論理値 （0 または 1） として評価し、 次のようにデータ表示に反映します。

計算式の条件に一致する： 「1(真 = True )」 → 表示する
計算式の条件に一致しない ： 「0(偽 = False)」 → 表示しない

ポータルフィルタは、[ポータル設定] ダイアログ （ポータルをダブルクリックして表示） の [ポータルレコードのフィ
ルタ] から設定します。

図9.3-11 [ポータル設定] ダイアログのポータルレコードのフィルタ設定

ポータルの表示を変更するために、 グローバルフィールド （4.4） を使ってポータルフィルタに外から条件を与え
ることもできます。 この場合、 グローバルフィールドの値をフィルタ条件として、 ポータルフィルタの計算式に設定
します。 具体的な操作方法は、 演習 9-6 を参照してください。

ポータルフィルタの自動実行
ポータルフィルタの設定を変更したときやポータルに表示する内容が変わったときにポータルの表示を更新する
には、 ウインドウ内容の再表示 （[レコード] メニューから [ウインドウ内容の再表示]） を実行することによってポー
タルの表示をリフレッシュする必要があります。
その代わりに、 スクリプト （第 10 章） とスクリプトトリガ （10.2） を使って、 ポータルフィルタを自動的に実行
することもできます。
スクリプトでポータル内容を更新するには、 [ポータルの更新] スクリプトステップを使用します。 スクリプトトリガ
と組み合わせて使うことによって、 ポータルフィルタの計算式で使用されているグローバルフィールドが変更、 保存、
確定されたときなどに動作するよう設定することができます。
具体的な設定方法などは演習 9-7 を参照してください。
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ポータルフィルタのリセット
ポータルフィルタをリセットして関連レコードすべてを表示するには、 フィルタ条件となっているフィールド値を変
更 （リセット） する仕組みを用意します。 例えば、 グローバルフィールドの値をフィルタ条件にしている場合は、 そ
の値を消去あるいは空に設定するボタンを用意するなどです。
具体的な設定方法などは演習 9-8 を参照してください。

ポータルフィルタと関連レコード
ポータルフィルタの良い点は、計算式を利用して細かい条件分岐によるデータの表示を簡単に実現できることです。
ただし、 フィルタは設定されたポータルオブジェクト上のみで機能していることに注意してください。 FileMaker 
Pro では、 関連レコードを表示後にレイアウト上でポータルフィルタを動作させています。 したがって、 ポータル以
外から関連レコードにアクセスしてもフィルタは適用されません。
例えば、 演習 9-6 の 「見積作成管理システム」 において、 「見積管理 | 履歴 | 自己」 TO の関連レコードを 
List 関数 （9.4.8） で取得すると、リレーションシップに基づいたフィルタされていない結果 （レコード） が返ります。

演習 9-6  ポータルフィルタを設定する

フォルダ：演習9_6から8 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 ポータルフィルタの設定方法を確認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトには、 タブコントロールを追加し、 見積明
細の情報 （「見積登録」 タブ） に加え、 同じ顧客の他の見積情報を 「見積履歴」 タブのポータルに表示するよう
にしています。
このために演習ファイルには、 「見積管理」 TO と同じ 「見積情報」 テーブルをソーステーブルとする 「見積管
理 | 履歴 | 自己」 TO を作成し、 「見積管理」 TO と 「見積管理 | 履歴 | 自己」 TO との間に自己連結リレーショ
ンシップ （5.2.1） を作成しています。 この自己連結リレーションシップは次の関係を定義しています。 （図 9.3-12）

 • 現在の見積書と同じ顧客に提示した見積書
 • ただし、 現在の見積書以外
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図9.3-12 「見積履歴」 ポータルのための TO とリレーションシップ

ここでは、 「見積履歴」 タブのポータルを、 ユーザが指定した 「見積状況」 のレコードだけに絞り込んで表示で
きるようにします。 例えば、 ユーザが 「お客様検討中」 を指定すると、 「見積履歴」 フィールドの値が 「お客様検
討中」 のレコードだけを見積履歴として表示するようにします。
このために、 「見積詳細」 レイアウト上の見積履歴のポータルにポータルフィルタを設定します。 ポータルフィル
タには、 グローバルフィールド （4.4） を使って条件を与えます。

1  演習ファイルを開き、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積履歴」 タブにポータルフィルタへのフィルタ条件指定用のフィールドを配置し、 値一覧を設定します。
a. [データベースの管理] ダイアログを開き、 フィルタ条件指定用のグローバルフィールドとして
「ユーティリティ」 テーブルに 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドが定義されていることを確
認します。 （図 9.3-13）
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図9.3-13 ポータルフィルタ条件指定用のグローバルフィールド

b. 「見積履歴」 タブパネルに、 オブジェクトパネルの [フィールド] タブで 「z_ユーティリティ」 テー
ブルの 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドを次の設定で配置します。
 • フィールドラベル： なし
 • コントロールスタイル： 編集ボックス

c. 配置した 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドを選択し、 インスペクタの 「データ」 タブの [コ
ントロールスタイル] で、 値一覧 「見積状況」 を次の設定で割り当てます。 （図 9.3-14）
 • コントロールスタイル： ポップアップメニュー
 • 一覧の表示切り替え用矢印を表示： オン
 • 値一覧でデータ書式を上書き： オン

図9.3-14 ポータルフィルタ条件指定用のグローバルフィールドの配置と設定

3  ポータルオブジェクトに名前を付けておきます。
a. ポータルを選択して、 インスペクタの [位置] タブの [位置] の [名前] に 「見積履歴ポータル」
と入力します。 （図 9.3-15）
この名前は、 演習 9-7 および演習 9-8 でポータルオブジェクトに対してスクリプトを実行する
際に使用します。
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図9.3-15 ポータルオブジェクトに名前を付与

4  ポータルフィルタを設定します。
a. 「見積履歴ポータル」 をダブルクリックして [ポータル設定] ダイアログを表示します。
b. [ポータルレコードのフィルタ] の右の [指定 ...] ボタンをクリックし、 [計算式の指定] ダイアログ
を表示します。

c. [計算式の指定] ダイアログに、 次の計算式を設定します。

If ( z_ユーティリティ::g_見積状況|フィルタ用 = 見積管理|履歴|自己::見積状況 ; 
1 ; 0 ) 

d. [OK] で [ポータル設定] ダイアログを閉じます。
e. 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  「見積詳細」 レイアウトでポータルフィルタの動作を確認します。
a. 「見積履歴」 タブパネルのポータルに何も表示されていないことを確認します。
b. 「見積履歴」 タブパネル上の 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドのポップアップメニューで 「作
成」 あるいは 「お客様検討中」 を選択しても、ポータルの表示が変更されないことを確認します。

c. 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドのポップアップメニューで 「お客様検討中」 を選択し、 ウ
インドウ内容を再表示 （[レコード] メニューから [ウインドウ内容の再表示] を選択） すると、ポー
タルの表示が変わることを確認します。
この演習ではまだ、 ポータルフィルタの自動実行が設定されていないので、 手動でウインドウ内
容を再表示する必要があります。 ポータルフィルタの自動実行は、 次の演習 9-7 で確認します。

演習終わり
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演習 9-7  ポータルフィルタの自動実行

フォルダ：演習9_6から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

演習 9-6 で設定したポータルフィルタは、 設定変更を反映して表示内容を更新するために [ウインドウ内容の
再表示] を手動で実行する必要がありました。
この演習では、 ポータルフィルタの条件が変更されたときにポータルの内容が自動的に更新されるように、

OnObjectSave スクリプトトリガ （10.4.2） を設定します。
スクリプトトリガでは、 [ポータルの更新] スクリプトステップを実行します。 [ポータルの更新] スクリプトステップ
は、 関連レコードを表示しているポータルの内容を更新するものです。 ポータルフィルタの計算式で使用されてい
るグローバルフィールドが変更、 保存、 確定したときなどに動作するように、 スクリプトトリガと一緒に使うことが
あります。

1  演習 9-6 を実施した演習ファイルを開き、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積履歴」 タブの 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドに、 スクリプトトリガでポータルを更新するス
クリプトを設定します。
a. 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドを選択し、 右クリックでショートカットメニューから [スクリ
プトトリガ設定...] を選択して [スクリプトトリガ設定] ダイアログを表示します。

b. イベント [OnObjectSave] を選択します。
c. スクリプトの [選択...] ボタンをクリックして [スクリプト指定] ダイアログを表示します。
d. [スクリプト指定] ダイアログで 「＋」 ボタンをクリックして、 次のスクリプトを新規に作成します。
（図 9.3-16）
 • スクリプト名： 「見積履歴ポータル更新」
 • スクリプト ：

ポータルの更新　[ 見積履歴ポータル ]
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図9.3-16 ポータル更新用のスクリプトの設定

e. OnObjectSave スクリプトトリガが設定されたことを確認し、 [OK] を何度かクリックして設定を
終了します。 （図 9.3-17）

図9.3-17 ポータル自動更新用のスクリプトトリガ設定

f. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

3  「見積詳細」 レイアウトで、 設定したスクリプトトリガの動作を確認します。
a. 「g_見積状況|フィルタ用」 フィールドのポップアップメニューで 「作成」 「お客様検討中」 「結果
確定済み」 の項目をそれぞれ選択すると、 それに対応する 「見積状況」 のレコードのみにフィ
ルタされることを確認します。

演習終わり

演習 9-8  ポータルフィルタのリセット

フォルダ：演習9_6から8 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 ポータルフィルタを設定した状態で、 ポータルのデータをフィルタせずに再表示できるように、 「リ
セット」 ボタンを追加します。
このボタンは、 例えば、 「見積状況」 ごとにデータを確認したい場合と顧客に発行されているすべての見積を確
認したい場合とを切り替えるときに使います。
ポータルで 「すべてのデータを表示する」 ということは、 ポータルフィルタの条件を空 （何も指定されていない
状態） にすることと考えます。 この条件をポータルフィルタに設定できるボタンを作成します。
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1  演習 9-7 までを実施した演習ファイルを開き、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積履歴」 タブパネルの 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドの横に 「×」 ボタンを配置します。
a. ボタンオブジェクトを配置し、 [ボタン設定] ダイアログで次のように設定します。

 • 「アイコンのみ」 （ラベルなし）
 • アイコン ：  「×」
 • アイコンの大きさ：  18pt

3  作成した 「×」 ボタンにポータルフィルタの条件を空にするスクリプトを設定します。
a. [ボタン設定] ダイアログの [処理] ポップアップメニューで 「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。

b. [スクリプト指定] ダイアログで 「＋」 ボタンをクリックして、 次のスクリプトを新規に作成します。
（図 9.3-18）
 • スクリプト名： 「フィールドクリア」
 • スクリプト ：

消去 [ 選択 ; z_ユーティリティ ::g_見積状況|フィルタ用 ]
ポータルの更新 [ オブジェクト名: "見積履歴ポータル" ] 

 • [消去] スクリプトステップのオプション ：
 – [内容全体を選択] ：  オン
 – [指定フィールドへ移動] ： オン、 指定： z_ユーティリティ ::g_見積状況|フィルタ用

図9.3-18 スクリプト 「フィールドクリア」

c. 図 9.3-19 は設定終了後の 「×」 ボタンです。
[OK] を何度かクリックして、 設定を終了します。
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図9.3-19 リセットボタンの設定

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  作成した 「×」 ボタンの動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトの 1 レコード目に移動して 「見積履歴」 タブを選択します。
b. 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドのポップアップメニューで何か値を選択すると、 ポータル
がフィルタされて表示内容が変更されることを確認します。

c. 「×」 ボタンをクリックすると、 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドの内容がクリアされ、 ポー
タルに何も表示されなくなることを確認します。

6  ポータルフィルタの計算式を修正して、条件が空のときにすべての関連レコードが表示されるようにします。
a. レイアウトモードに切り替えます。
b. 「見積詳細」 レイアウトの 「見積履歴ポータル」 のポータルフィルタの計算式に、 「フィルタ用の
フィールドが空の場合はすべてを表示する」 という条件を計算式に追加して、 以下のように修正
します。

If (

 IsEmpty ( z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 ) ; 1 ; 
      z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 = 見積管理｜履歴｜自己::見積状況
   ) 

IsEmpty 関数 （9.4.9） は、 フィールドが空欄の場合に真 (1) を返す関数です。
なお、 上記式は以下の式と同義です。
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If (

 IsEmpty ( z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 ) ; 1 ; 
       If ( z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 = 見積管理｜履歴｜自己::

見積状況 ; 1 ; 0 )
   )

c. [OK] をクリックして [計算式の指定] ダイアログと [ポータル設定] ダイアログを閉じます。
d. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

7  もう一度、 ポータルフィルタと 「×」 ボタンの動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトの 1 レコード目に移動して 「見積履歴」 タブを選択します。
b. 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドのポップアップメニューで何か値を選択すると、 ポータル
がフィルタされて表示内容が変更されることを確認します。

c. 「×」 ボタンをクリックすると、 「g_見積状況 | フィルタ用」 フィールドがクリアされ、 ポータルに
すべての関連レコードが表示されることを確認します。 （図 9.3-20）

図9.3-20 ポータルフィルタ設定後の 「見積履歴」 ポータル

演習終わり
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9.3.4  フィルタされているポータルを集計する
ポータルフィルタでフィルタ表示されているレコードのみの集計結果を表示するには、 どうしたらよいでしょうか。
レイアウト上に集計フィールドを配置するだけでは、 集計結果はポータルの表示と連動しません。 ポータルフィル
タは、 設定されたポータルオブジェクトでのみ動作するものだからです。
ポータルに表示されているレコードのみを集計するには、 同じポータルフィルタを設定したポータルをもう一つ用
意し、 そこに集計フィールドのみを配置します。 これによって、 同じポータルレコードの集合を対象として集計する
ことができます。

図9.3-21 フィルタされているポータルを対象とした集計

次の演習 9-9 では、 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトに設定した見積履歴ポータルと連動
した 「見積金額総計」 フィールドを追加します。 この 「見積金額総計」 フィールドは、見積履歴ポータルと同じポー
タルフィルタを設定した別のポータルの上に配置されています。 （図 9.3-20）
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演習 9-9  フィルタされているポータルの集計

フォルダ：演習9_9 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 ポータルフィルタが設定されているポータルと連動した集計フィールドを設定します。
演習 9-8 までに 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトの 「見積履歴」 のポータルにポータルフィ
ルタを設定しました。この演習では、フィルタされて表示されているポータルレコードの 「見積金額」 を合計して、「見
積金額総計 （税込）」 フィールドに表示するようにします。

1  演習を開いて、 集計フィールドを追加します。

a. 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。
b. 「見積情報」 テーブルに 「c_見積総額」 フィールドを合計する集計フィールド 「s_見積額」 を
追加します。 （図 9.3-22）

図9.3-22 集計フィールド 「s_見積額」 の追加

c. [OK] で [データベースの管理] ダイアログを閉じます。

2  集計フィールドを配置するポータルを追加します。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替え、 「見積履歴」 タブパネルを表示します。
b. タブパネルの右上にポータルを作成します。
c. [ポータル設定] ダイアログの [ポータルレコードのフィルタ] で次の条件を指定します。

 • 「見積管理 | 履歴 | 自己」 TO
 • 「見積履歴ポータル」 と同じ計算式 （図 9.3-23）
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図9.3-23 集計フィールド用ポータルの配置

d. [ポータルにフィールドを追加] ダイアログで 「s_見積額」 フィールドを指定します。
e. ポータルに配置した 「s_見積額」 フィールドに対し、 インスペクタの [外観] タブで右揃えを設
定し、 [データ] タブの [データの書式設定] で [3 桁区切りを使用:] をチェックします。

f. ポータルの設定を終了し、 フィールドラベル （「見積金額総計 （税込）」） を追加します。
g. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに切り替えます。

3  集計フィールドの表示を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトで 「見積履歴」 タブパネルを表示します。
b. ポップアップメニューの 「作成」 「お客様検討中」 「結果確定済」 のいずれかを選択すると、 そ
の選択に応じて見積履歴の表示内容と 「見積金額総計 （税込）」 の値が変化することを確認し
ます。 （9.3.4 の図 9.3-20）

4  余裕があれば、集計フィールドを 「見積履歴」 タブパネルに直接配置した場合の表示を確認してください。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替え、 「見積履歴」 タブパネルに 「s_見積額」
フィールドを配置します。

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。
c. 新たに配置した集計フィールドの値が、 「g_見積状況」 フィールド （ポップアップメニュー） の値
を変更しても連動せず、 関連レコードすべての集計結果が常に表示されていることが確認できる
はずです。 （図 9.3-24）

d. レイアウトモードに切り替え、 配置した 「s_見積額」 フィールドを削除しておきます。
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図9.3-24 レイアウトに直接配置した集計フィールドの表示

演習終わり
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9.3.5  ポータルフィルタに複数条件を指定する
複数の条件を組み合わせてポータルフィルタの計算式に設定し、 すべての条件を満たしている関連レコードのみ
をポータルに表示することもできます。
複数の条件を組み合わせるには、 ポータルフィルタの計算式に and 演算子や or 演算子を使用します。

図9.3-25 複数条件によるポータルフィルタ

次の演習 9-10 で確認する 「見積作成管理システム」 では、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトに設定した見
積履歴ポータルに、 「見積状況」 フィールドと 「見積結果」 フィールドの値でフィルタするポータルフィルタを設定
しています。 （図 9.3-25）
このポータルフィルタでは、 次の条件に合致するポータルレコードを表示するように設定しています。

 • 「見積状況」 フィールドの値がポップアップメニューで選択されている見積状況の値と同じ、 かつ、 
「見積結果」 フィールドの値がポップアップメニューで選択されている見積結果の値と同じ
 • いずれのポップアップメニューでも、 値が選択されていない場合はすべてのフィールド値にマッチ
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演習 9-10  複数条件によるポータルフィルタの確認

フォルダ：演習9_10から11 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 複数条件によるポータルフィルタが設定されているポータルを確認します。
演習ファイルの 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの 「見積履歴」 タブパネルには、 9.3.5 節の図 9.3-25 の
ように、 現在表示している顧客のすべての見積情報を表示するポータル （「見積履歴ポータル （顧客）」 が配置さ
れています。 これは、 図 9.3-26 のリレーションシップを使用しています。

図9.3-26 「見積履歴ポータル （顧客）」 のリレーションシップ

「見積履歴」 タブパネル内の左上の 2 つのポップアップメニューは、それぞれ 「見積状況」 と 「見積結果」 フィー
ルドで関連レコードをフィルタするために使用しています。 これらのポップアップメニューで選択された値を保存する
ために、 「ユーティリティ」 テーブルに次の 2 つのテキストタイプのグローバルフィールドが定義されています。

 • g_見積状況 | フィルタ用
 • g_見積結果 | フィルタ用

この演習では、 ポータルフィルタに設定されている計算式を確認し、 2 つのポップアップメニューで選択された値
によってポータルの表示がどのように変わるかを確認します。
なお、 演習ファイルには、 演習 9-6 から 9-9 で確認したポータルフィルタの設定が使われています。

1  演習ファイルを開いて、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。

2  「見積履歴」 タブを開いて、 ポータルフィルタの動作を確認します。
a. 「見積履歴」 タブパネル内の左上の 2 つのポップアップメニューの値をいろいろ選択して、 選択
された 「見積状況」 と 「見積結果」 の両方に合致するポータルレコードがフィルタされて表示
されることを確認します。

b. 「×」 ボタンをクリックして、 ポータル内にすべての関連レコードが表示されることを確認します。

3  ポータル （「見積履歴ポータル （顧客）」 の設定を確認します。
a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「見積履歴」 タブパネルのポータルをダブルクリックして [ポータル設定] ダイアログを表示します。
c. [レコードを表示:] に 「顧客管理_見積」 TO が指定されていることを確認します。
d. [ポータルレコードのフィルタ] の [指定...] をクリックして、 計算式を確認します。 （図 9.3-27）
「ユーティリティ」 テーブル （「z_ユーティリティ」 TO） の 2 つのグローバルフィールド 「g_見
積状況 | フィルタ用」 と 「g_見積結果 | フィルタ用」 をそれぞれ使った 2 つの条件が 「and」
条件で連結されていることを確認します。
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図9.3-27 「見積履歴ポータル （顧客）」 の設定

If ( 

 IsEmpty ( z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 ) ; 1 ; 
          z_ユーティリティ::g_見積状況｜フィルタ用 = 顧客管理_見積::

見積状況
   )

and

If ( 

   IsEmpty ( z_ユーティリティ::g_見積結果｜フィルタ用 ) ; 1 ; 
      z_ユーティリティ::g_見積結果｜フィルタ用 = 顧客管理_見積::

見積結果
   )

4  その他の設定も確認します。
a. 「見積状況」 と 「見積結果」 フィールドに演習 9-7 で確認した、 ポータルを自動更新するため
のスクリプトトリガが設定されていることを確認します。

b. 「×」 アイコンに演習 9-8 で確認した、 ポータルをリセットするためのスクリプトが設定されてい
ることを確認します。

c. 「見積金額総計 （税込）」 の横に演習 9-9 で確認した、 ポータルフィルタに連動した集計値を
表示するポータルが設定されていることを確認します。

演習終わり
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9.3.6  その他のレイアウトオブジェクトと計算式

ポップアップヘルプの表示
ポップアップヘルプは、 ユーザがレイアウトオブジェクト上にポインタを置いたときに表示される小さなテキスト
ボックスです。 ポップアップヘルプは、 ブラウズモード、 検索モード、 およびレイアウトモードで表示されます。
ポップアップヘルプには、 固定のテキストあるいは計算式の結果のテキストを表示することができます。
ポップアップヘルプに固定のテキストを表示する場合は、 インスペクタの [位置] タブの [ポップアップヘルプ] に
表示するテキストを入力します。
ポップアップヘルプに計算式の結果を表示する場合は、 上記 [ポップアップヘルプ] のテキスト欄の横の鉛筆アイ
コンから [計算式の指定] ダイアログを表示して指定します。 ポップアップヘルプが計算式で指定されている場合、
ユーザがカーソルをレイアウトオブジェクト上に置いたときに計算式が評価され、 ポップアップヘルプに表示されます。
ポップアップヘルプを利用して一時的な計算結果を表示することにより、 計算結果を保存するためのフィールド
を作成する必要がなくなります。 ただし、 同じ内容のポップアップヘルプを複数個所に設定する必要がある場合は、
変数を利用したりフィールドを作成したりする方がメンテナンスしやすくなります。

図9.3-28 ポップアップヘルプの表示 （演習 9-14）

ポップアップヘルプの表示に計算式を利用する具体的な方法については、 演習 9-14 も参考にしてください。

レイアウトオブジェクトの名前
ボタンやボタンバー、 タブコントロール、 ポップオーバーのタイトルなどは、 計算式で名前を指定することができ
ます。 名前に計算式を利用することによって、 データの内容に応じた動的な名前を表示することができます。
計算式で名前が設定されている場合、 レイアウトモードでは 「計算」 と表示されます。 レイアウトモードのままで 
[表示] メニューの [オブジェクト] > [サンプルデータ] のチェックをオンにすると、 計算式の結果がサンプルデータと
して表示され、 ブラウズモードの表示が確認できます。
演習 9-15 では、 タブコントロールの名前に計算式を利用する方法を確認します。
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9.4 FileMaker 関数の活用
9.4.1  関数について
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。 指定された計算を実行し、 1 つの結果を
返します。
関数は、 [計算式の指定] ダイアログの関数パネルにおいて、 次の書式で表示されています （図 9.4-1）。

関数名 ( 引数 {; 引数2 ...} )

カッコの中は関数が必要とする引数です。 複数の引数が必要な場合は引数を 「;」 （セミコロン） で区切りま
す。 上記関数の書式表記において、 オプションの引数は 「{}」 （波括弧） で囲まれています。 「...」 （省略記号） は、
セミコロンで区切った引数をさらに追加できることを表しています。

図9.4-1 [計算式の指定] ダイアログの関数パネル

引数
関数には、 引数が必要なものがあります。 必須あるいはオプションとして、 次のものを指定することができます。

 • 定数 （任意の文字列やフィールド名など）
 • フィールドのデータ
 • 式
 • 変数
 • 他の関数の結果

引数がテキストの場合は、 ダブルクォーテーションマーク 「"」 で囲む必要があります。
フィールド名を引数として指定する場合は、 原則として、 その計算式が評価されるコンテキストにおいて有効な 
TO が 指定されていないと正しい結果は返りません。
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関数の種類
FileMaker Pro には、 たくさんの関数が用意されています。 [計算式の指定] ダイアログの関数パネルや 
FileMaker Pro ヘルプでは、 処理するデータのタイプによって 18 種類に分類されています （表 9.4-1）。
FileMaker Pro 標準の関数の他、 開発者が独自の関数 （カスタム関数） を作成して利用することもできます
（9.5）。

表9.4-1 FileMaker Pro の関数の種類

テキスト関数 テキストの情報、 分析、 並べ替え、 抽出、 作成に使用することができます。

書式設定関数 指定されたテキストの色、 フォント、 サイズ、 およびスタイルを変更することができます。

数字関数 数値データを操作します。

日付関数 日付を計算したり日付情報を操作したりします。

時刻関数 時刻を計算したり時刻情報を操作したりします。

タイムスタンプ関数 特定のイベントが発生した正確な日付と時刻を記録するなど、 様々な同期処理に使用されます。

オブジェクト関数 オブジェクトタイプフィールドに格納されているデータの計算、 操作、 情報の取得を行います。

日本語関数 日付部分を日本語で返します。 また、 日付、 数字、 およびテキストの値を他のデータタイプや
日本語の仮名に変換します。

JSON 関数 JSON 形式のデータを解析、 作成、 変更、 および書式設定します。

統計関数 フィールドに含まれる数値 （関数によっては日付や時刻） の統計分析を実行します。  

繰り返し関数 繰り返しフィールドで計算を実行します。

財務関数 財務情報の計算を行います。 例えば PMT 関数を使用すると、 ある利率のローンで車を購入
する際の月々の支払い額を計算することができます。  

三角関数 度、 角度、 およびその他の幾何情報の計算を行います。

論理関数 
指定した条件が真か偽かを評価します。 FileMaker Pro では、 条件が真の場合に 「1」、 条
件が偽の場合に 「0」 を返します。
なお、 この種類に分類されている GetField 関数は、 指定されたフィールドの内容を返します。

その他の関数 フィールドとレイアウトオブジェクトに関する情報を返します。

取得関数 
スクリプト内のエラーの監視、 またはファイルのステータスや実行されている処理に関する情報
を取得することができます。
取得関数の多くは定期的に変更される情報を結果として返します。 スクリプトで最新情報を取
得する使い方が最も一般的です。 フィールドオプションの初期値の設定にも有用です。

デザイン関数 現在開いているカスタム App ファイルの構造に関する情報を返します。 例えばすべてのレイア
ウト名やフィールド名を取得することができます。

モバイル関数 FileMaker Go で使用されます。

次節から、 カスタム App を作成する際によく使われるものを、 表 9.4-1 の分類ごとに簡単に紹介します。 各
関数の詳しい仕様については、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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9.4.2  テキスト関数
テキスト関数は、 テキストの分析、 並べ替え、 抽出、 作成に使用することができます。 FileMaker Pro にはテ
キスト関数が豊富に用意されています。 なお、 日本語特有の処理をする関数は 9.4.6 節を参照してください。

テキストの計数

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 ( "春はあけぼの" )　→ 数字 「6」 が返ります。

WordCount ( テキスト )

指定したテキスト内の単語の合計数を返します。 空白や改行と記号(, 、 。 )などが単語の区切りになります。

例 ：
WordCound ("しゃぼだま　とんだ" ) → 数字 「2」 が返ります。
WordCound ("to be or not to be, that is the question.") → 数字 「10」 が返ります。

ValueCount ( テキスト )

指定したテキスト内の改行区切りの行数を返します。

例 ：
ValueCount ( "カレー¶ハンバーグ¶オムライス¶ナポリタン" ) → 数字 「4」 が返ります。

テキストの編集／文字の抽出

Trim ( テキスト )

テキストの前後にあるすべてのスペースを削除したテキストを返します。

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。
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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"

 ["f" ; "F"] ; //この時点では 「FileMaker pro」
 ["p" ; "P"] ; // この時点では 「FileMaker Pro」
 ["Pro" ; "Pro 19"] // → 「FileMaker Pro 19」 )
   → テキスト 「FileMaker Pro 19」 が返ります。

Left ( テキスト ; 文字数 )

テキストの左から指定した文字数分のテキストを返します。

例 ：
Left ( "やうやう白くなりゆく山際" ; 4) → テキスト 「やうやう」 が返ります。

Right ( テキスト ; 文字数 )

テキストの右から指定した文字数分のテキストを返します。

Middle ( テキスト ; 先頭文字位置 ; 文字数 )

テキストの先頭文字位置で指定された文字から、 文字数で指定された文字数分のテキストを抽出します。

Filter ( フィルタするテキスト ; フィルタテキスト )

フィルタするテキストからフィルタテキストで指定した文字のみをフィルタするテキストに入力されている順序で返します。

例 ：
Filter( "(03)-1234-56789" ; "0123456789" )

     → テキスト 「03123456789」 が返ります。

改行区切りの文字列からの行取り出し

GetValue ( 値一覧 ; 値番号 )

改行区切りのテキスト （値一覧） から、 値番号により与えられる行 （値） を返します （末尾に改行なし）。

例 ：
GetValue( "カレー¶ハンバーグ¶オムライス¶ナポリタン" ; 2 )
     → テキスト 「ハンバーグ」 が返ります。
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LeftValues ( テキスト ; 値数 )

テキストの左から数えて指定された行 （値） 数を返します （末尾に改行あり）。

例 ：
LeftValues( "カレー¶ハンバーグ¶オムライス¶ナポリタン" ; 2 )
     → テキスト 「カレー¶ハンバーグ¶」 が返ります。

RightValues ( テキスト ; 値数 ) 

テキストの右から数えて指定された行 （値） 数を返します （末尾に改行あり）。

MiddleValues ( テキスト ; 値開始位置 ; 値数 ) 

テキストの行 （値） 開始位置から、 指定された行 （値） 数分の値を含むテキストを返します （末尾に改行あり）。

FilterValues ( フィルタするテキスト ; フィルタ値 ) 

フィルタ値で指定した値のみを含むテキスト結果を、 フィルタするテキストに入力されている順序で返します。

例 ：
FilterValues( "カレー¶ハンバーグ¶オムライス¶ナポリタン" ; "オムライス¶カレー" )
     → テキスト 「カレー¶オムライス¶」 が返ります。

特定のタイプのデータとして取り出し

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。

例 ：
GetAsDate ("2018/1/1")  → テキスト 「2018/01/01」 が返ります。
GetAsDate (789012)  → テキスト 「2161/03/29」 が返ります。

GetAsNumber ( テキスト )

テキストに含まれる数字のみを返します。

例 ：
GetAsNumber ( "¥123,456.70" ) → 数字 「123456.7」 が返ります。
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Quote ( テキスト )

指定されたテキストを 「"」 （ダブルクォーテーションマーク） で囲むことで、 そのテキストがそのままテキスト形式で返
ります。 Evaluate 関数などで評価されないように利用できます。

例 ：
Quote ( 2+2 )   → テキスト 「4」 が返ります。
Quote ("2+2")   → テキスト 「2+2」 が返ります （引数を 「"」 で囲んでいるためです）。

文字列比較

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。

9.4.3  数字関数
数字関数は、 数値データを操作する関数群です。 以下、 本書の演習など、 カスタム App でよく使われる数字
関数について説明します。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

数値の端数処理

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( 123.45 ; 0 )　→ 数字 「123」 が返ります。

Truncate ( 数値 ; 桁数 ) 指定された小数点以下の桁数まで切り捨てられた数値を返します。

Ceiling ( 数値 ) 次の整数に切り上げた数値を返します。

Floor ( 数値 ) 次に小さい整数に切り捨てられた数値を返します。

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。



第9章　計算式と関数
　FileMaker 関数の活用　

302

その他よく使われる数字関数

Mod ( 数値 ; 除数 )

除数で数値を割った後の余りを返します。
日付や時間の計算に使用したり、 2で割った 余りが 1 なら数値は奇数であると判断するために使われることがあります。

例 ：
Mod( 7 ; 2 )　  → 数字 「1」 が返ります （ 7÷2 = 3 余り 1 ）。

Random

0 以上 1 未満の乱数を返します。 評価されるたびに新しい結果を返します。

例 ：
Int ( Random * 10 ) → 0 から 9 の間の乱数が得られます。
Int ( Random * 10 ) + 1 → 1 から 10 の間の乱数が得られます。

Abs ( 数値 )

数値の絶対値を返します。
絶対値は 「0」 からの距離を捉えるのに役立ちます。 よくある使用方法としては、 Get ( システムプラットフォーム ) 
関数 （9.4.14） で Windows プラットフォームの場合に 「-2」 が返るところ、 Abs 関数で絶対値化して取り扱う方法が
あります。

例 ：
Abs( -5 )　   → 数字 「5」 が返ります。

9.4.4  日付関数、 時刻関数、 タイムスタンプ関数
日付、 時刻、 日付と時刻のタイムスタンプは、 検索やスクリプトの条件分岐によく使われます。
日付としては、 「今日」 や 「2022/01/01」 のようなピンポイントの日付の他、 「任意の年」 や 「任意の年月」
の日付が利用されます。

年／月／日の取得
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。
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日付情報の取得

Date ( 月 ; 日 ; 年 )

数月、 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 関数と他の日付関数、 取得関数の組
み合わせも便利です。

例 ：
Date ( 2 ; 31 ; 2022 )  → 2022/03/03 が返ります。
Date ( 15 ; 1 ; 2022 )  → 2023/03/01 が返ります。
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」）。
Date ( Month (Get ( 日付 )) ; 1 ; Year ( Get ( 日付 ))) -1
   → 先月末日が返ります （今日が 「2022年1月10日の場合、 「2021/12/31」）。

WeekOfYear ( 日付 ) 日付の年の 1 月 1 日からの経過週数を返します。

DayOfYear ( 日付 ) 日付の年の 1 月 1 日から指定された日までの経過日数を返します。

DayOfWeek ( 日付 ) 日付の曜日を表す数値を返します。

MonthName ( 日付 ) 日付の月を示すテキストを返します。

DayName ( 日付 )

指定された日付の曜日を示すテキストを返します。
なお、 曜日をレイアウト上で表示することが目的であれば、 インスペクタの 「データ」 タブの [データの書式設定]で見
た目だけを設定することもできます。

時刻情報の取得
Hour ( 時刻 ) 指定した時刻の 「時」 (0 から 23) を表す数字を返します。

Minute ( 時刻 ) 指定した時刻の 「分」 (0 から 59) を表す数字を返します。

Seconds ( 時刻 ) 指定した時刻の 「秒」 (0 から 59) を表す数字を返します。

Time ( 時 ; 分 ; 秒 ) 個別に指定された時、 分、 秒の値から計算した時刻を返します。

例 ：
Time(Hour(Get( 時刻 )) ; 1 ; 1 )  → 現在時の 1 分 1 秒が返ります。
Time(Hour(Get( 時刻 )) ; 1 ; 1)+3600 → 現在時1時間後の 1 分 1 秒が返ります。
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Get ( 現在の時刻 UTC ミリ秒 )

現在時刻を協定世界時刻 (UTC) にミリ秒単位で適合させた近似値を返します。
ミリ秒単位の結果、 例えば 「63601728323332」 を返します。 スクリプトで処理時間を計るときなどに便利です。

タイムスタンプの取得
Timestamp ( 日付 ; 時刻 ) 西暦上の日付と時刻が含まれるタイムスタンプを返します。

Get ( タイムスタンプ ) システムクロックに基づいた現在の日付と時刻 (秒単位まで表示) を返します。

Get ( ホストのタイムスタンプ ) システムクロックに基づいたホストの現在の日付と時刻 (秒単位まで表示) を返します。

例 ：
GetAsDate ( Get( タイムスタンプ ) )  → 今日の日付が返ります。

コラム ： 日付、 時刻と数字

FileMaker Pro は内部的には日付や時刻を数値として扱っています。 日付は 1 日単位、 時刻、 タイムスタンプは秒
単位で計算ができます。
日付や時刻、 タイムスタンプを計算式で使用したとき、 結果タイプの指定によっては次のような数値として表示されます。
しかし、 正しいタイプを指定すれば正しく表示されるので大丈夫です。
 • 日付： 0001 年 1 月 1 日を 「1」 として経過した日数分カウントした数値
 • 時刻：午前 0:00:00 を 「1」 として経過した秒数をカウントした数値
 • タイムスタンプ ： 0001 年 1 月 1 日の午前 0:00:00 を 「1」 としてカウントした数値

演習 9-11  ポータルフィルタで日付関数を使う

フォルダ：習9_10から11 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 日付関数を使ったポータルフィルタ （9.3.3） を作成します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトでは、 現在の見積情報の顧客の他の見積
情報を 「見積履歴」 タブのポータルに表示するようにしています。 演習 9-6 では見積情報の 「見積状況」 によっ
て表示する関連レコードを変更するポータルフィルタを作成しました。
ここではさらに、 見積履歴をユーザが指定した見積発行年および見積発行月のレコードだけに絞り込んで表示で
きるようにします。このために、見積履歴のポータルに日付の関数を使ったポータルフィルタを設定します。図 9.4-5 
が完成形です。
なお、 この演習ファイルには、 あらかじめ次のグローバルフィールドと値一覧が用意されています。

 • 「ユーティリティ」 テーブルの 「g_見積発行年|フィルタ用」 フィールド 
→ 「年」 でフィルタするポータルフィルタに利用するグローバルフィールド

 • 「ユーティリティ」 テーブルの 「g_見積発行月|フィルタ用」 フィールド 
→ 「月」 でフィルタするポータルフィルタに利用するグローバルフィールド



第9章　計算式と関数
　FileMaker 関数の活用　

305

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

14章

 • 「年」 値一覧 →カスタム値 （2020¶2021¶2022¶2023）
 • 「月」 値一覧 →カスタム値 （1¶2¶3¶4¶5¶6¶7¶8¶9¶10¶11¶12）

1  演習ファイルを開いて、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積履歴」 タブの 「g_見積状況|フィルタ用」 フィールドの横に、 「見積発行年」 と 「見積発行月」 の 
2 つのポータルフィルタ用のフィールドを配置します。
a. 「X」 ボタンを右にずらして 2 つのポータルフィルタ用のスペースを空けます。
b. 「見積発行年」 のフィールドを配置し、 次のように設定します。

 • フィールド ：  z_ ユーティリティ::g_ 見積発行年|フィルタ用
 • フィールドラベル： なし
 • コントロールスタイル： 編集ボックス

c. 「見積発行月」 のフィールドを配置し、 次のように設定します。
 • フィールド ：  z_ ユーティリティ::g_ 見積発行月|フィルタ用
 • フィールドラベル： なし
 • コントロールスタイル： 編集ボックス

3  配置した 「見積発行年」 と 「見積発行月」 フィールドにプレースホルダテキストと値一覧を割り当てます。
a. 配置した 「g_ 見積発行年|フィルタ用」 フィールドを選択し、 インスペクタの [データ] タブで次
の設定をします。
 • プレースホルダテキスト ： 「年でフィルタ」
 • コントロールスタイル： ポップアップメニュー
 • 値一覧： 「年」
 • 一覧の表示切り替え用矢印を表示： オン

b. 配置した 「g_ 見積発行月|フィルタ用」 フィールドを選択し、 インスペクタの [データ] タブで次
の設定をします。
 • プレースホルダテキスト ： 「月でフィルタ」
 • コントロールスタイル： ポップアップメニュー
 • 値一覧： 「月」
 • 一覧の表示切り替え用矢印を表示： オン

4  「g_見積年|フィルタ用」 フィールドと 「g_見積月|フィルタ用」 フィールドにそれぞれ、 スクリプトトリガ
でポータルを更新するスクリプトを設定します。
a. スクリプトワークスペースを開いて、 「フィルタフィールドクリア」 スクリプトに 「g_見積年|フィル
タ用」 フィールドと 「g_見積月|フィルタ用」 フィールドをクリアするステップを追加します。 （図 
9.4-2）

b. 「フィルタフィールドクリア」 スクリプトを保存します。
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図9.4-2 「フィルタフィールドクリア」 スクリプトの変更

c. それぞれのフィールドを選択し、 右クリックでショートカットメニューから [スクリプトトリガ設定...] 
を選択して [スクリプトトリガ設定] ダイアログを表示します。

d. イベント 「OnObjectSave」 （10.4.2） をチェック （オンに） し、 [スクリプト指定] ダイアログで
「見積履歴ポータル更新」 を選択します。

e. [OK] を何度かクリックして、 設定を終了します。 （図 9.4-3）

図9.4-3 「見積発行年」 と 「見積発行月」 のポータルフィルタ用のフィールドの配置

5  「見積詳細ポータル」 に、 追加した 2 つのフィールドの値を反映するポータルフィルタを設定します。
a. 「見積詳細ポータル」 のポータルフィルタに、 次の計算式を設定します。
なお、 この計算式には、 日付関数(9.4.4） の Year 関数と Month 関数を使用して 「発行日」
フィールドから 「年」 と 「月」 を取得しています。 このように、 「発行年」 や 「発行月」 フィー
ルドを用意していなくても 「年」 あるいは 「月」 によるフィルタが可能になります。
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If (

        IsEmpty ( z_ユーティリティ ::g_見積状況|フィルタ用 ) ; 1 ; 
             z_ユーティリティ::g_見積状況|フィルタ用 = 見積管理|履

歴|自己:: 見積状況 ) 
and 

If (

        IsEmpty ( z_ユーティリティ ::g_見積発行年|フィルタ用 ) ; 1 ; 
             z_ユーティリティ ::g_見積発行年|フィルタ用 = Year ( 

見積管理|履歴|自己::発行日 ) 
) 

and 

If (

        IsEmpty ( z_ユーティリティ ::g_見積発行月|フィルタ用 ) ; 1 ; 
             z_ユーティリティ ::g_見積発行月|フィルタ用 = Month ( 

見積管理|履歴|自己::発行日 )
)

b. 集計フィールドがあるポータルにも、 上記と同じ計算式を設定します。 （図 9.4-4）

図9.4-4 日付関数を使ったポータルフィルタの計算式

6  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

7  3 つのポータルフィルタによる動作を確認します。 （図 9.4-5）
a. 「見積状況」 だけ、 あるいは 「年」 だけ、 あるいは 「月」 だけを指定して、 表示されるポータ
ルレコードを確認します。

b. 「見積状況」、 「年」、 および 「月」 を組み合わせて指定して、 表示されるポータルレコードを確
認します。
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図9.4-5 「状況」 と 「発行年」 と 「発行月」 によるポータルフィルタ

演習終わり

9.4.5  オブジェクト関数
オブジェクト関数は、 オブジェクトフィールド内のデータを計算、 操作、 およびレポートします。

GetContainerAttribute ( フィールド ; 属性名 )

指定されたオブジェクトフィールドのファイルメタデータ （6.2.7） を返します。
いろいろな種類の属性を指定できます。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
ただし、 バイナリファイルによってはメタデータが付加されていないことがある点に注意してください。

GetHeight ( ソースフィールド )

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

GetWidth ( ソースフィールド )

イメージを格納するオブジェクトフィールドの内容の幅をピクセル単位で返します。
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GetThumbnail ( ソースフィールド ; 幅に合わせる ; 高さに合わせる )

指定した幅と高さの値に従ってオブジェクトフィールドの内容のサムネールイメージを返します。
FileMaker Pro はイメージのサムネールを自動的に生成してレイアウトの表示に使用しています。 [オブジェクトの管理] 
ダイアログでサムネールの持ち方を設定することが可能です。  

Base64Encode ( データ )

データを Base64 フォーマットのテキストとして返します。

Base64Decode ( データ {; 拡張子を含むファイル名} )

Base64 フォーマットでエンコードされたテキストからのオブジェクトまたはテキスト内容を返します。

ReadQRCode ( オブジェクト )

（iOS 15.0、 iPadOS 15.0、 および macOS 12.0 以降）
指定したオブジェクトフィールドのイメージの中にある QR コードをキャプチャします。

コラム ： イメージを文字列で扱う

Base64 は、 データを 64 種類の英数字と記号で表現するエンコード方式です。 画像を文字列に変換して転送し、 転
送先でデコードして画像に戻す、 といった使い方ができます。

9.4.6  日本語関数
日本語は、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号とそれらの全角半角を、場面ごとに使い分けることがあります。
例えば、 縦書き印刷をする住所のために数字を漢数字にする場合などです。 このような場合に、 日本語関数を使っ
て文字種を整えることができます。

日本語文字種の変換
Hiragana ( テキスト ) テキスト内の半角および全角カタカナをひらがなに変換します。

KanaHankaku ( テキスト ) 全角カタカナを半角カタカナに変換します。

KanaZenkaku ( テキスト ) 半角カタカナを全角カタカナに変換します。

KanjiNumeral ( テキスト ) アラビア数字を漢数字に変換します。

Katakana ( テキスト ) ひらがなを全角カタカナに変換します。

RomanHankaku ( テキスト ) 全角の英数字と記号を半角の英数字と記号に変換します。
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例 ：
Hiragana( "アメニモマケズ" ) →テキスト 「あめにもまけず」 が返ります。  
KanjiNumeral ( "明治35年" ) →テキスト 「明治三五年」 が返ります。

ふりがな取得

Furigana (テキスト {; オプション})

日本語テキストを、 ひらがな、 カタカナ、 またはローマ字に変換します。
オプション - なし： ひらがな
オプション  - 1 ： ひらがな
  - 2 ： 全角カタカナ
  - 3 ： 全角ローマ字
  - 4 ： 半角カタカナ
  - 5 ： 半角ローマ字

例 ：
Furigana( "山田太郎" ; 5 )  →テキスト 「yamadatarou」 が返ります。

和暦取得
YearName ( 日付 ; 形式 ) 日付の和暦を指定された形式で返します。

例 ：
YearName ( "2019/05/01" ; 0 ) →テキスト 「令和元」 が返ります。
YearName ( "1989/01/08" ; 1 ) →テキスト 「(平)元」 が返ります。
YearName ( "1945/08/15" ; 2 ) →テキスト 「S20」 が返ります。

なお、 レイアウト上で和暦を表示することが目的であれば、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] 
で見た目だけを変更することもできます。

9.4.7  JSON 関数
JSON (JavaScript Object Notation) は、 名前 （キー） と値のペアで構成されたデータの記述方式です。
人間にとって読み書きが容易で、 かつコンピュータでも簡単に解析や生成ができる形式で、 テキストベースのデータ
交換用フォーマットとして様々な Web サービスに利用されています。
JSON では、JavaScript と同様の基本データ型 （文字列、数値、配列、論理型など） を使用することができます。
配列型を使うと、 配列の添字 （索引） を使ってデータにアクセスすることもできます。
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図9.4-6 さまざまなデータ交換フォーマット

FileMaker Pro では、 JSON 形式のデータを主に次の 3 つの用途に利用することができます。

（1） Web API とのデータ送受信用フォーマットとして使う
（2） スクリプト引数 （10.3.1） として使う
（3） 関数やスクリプトステップの戻り値として使う

FileMaker Pro で JSON 形式のデータを取り扱うために、 6 つの関数が用意されています。 以下、 最も基本
的な 3 つの関数を紹介します。
なお、 各関数の使い方の例は、 次のような JSON データに対して実行することを前提とします。

JSON サンプルデータ： { "在庫マスク" : { "布マスク" : 2 , "不織布マスク": 3 } }

JSONFormatElements ( json )

JSON データ内の要素を読みやすい形に書式設定します。

例 ：
JSONFormatElements ( JSON サンプルデータ )
  →次のテキストが返ります。
{

 "在庫マスク" : 
 {

  "布マスク" : 2,
  "不織布マスク" : 3
 }

}
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JSONGetElement ( json ; キーまたは索引またはパス)

JSON 形式のテキスト json から、 オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された要素を取得します。

例 ：
JSONGetElement ( JSON サンプルデータ ; "在庫マスク" )
  →テキスト 「{"布マスク":2,"花柄マスク":3}」 が返ります。

JSONSetElement ( json ; キーまたは索引またはパス ; 値 ; タイプ)

オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された JSON データ内の要素を追加または変更します。

例 ：
JSONSetElement ( JSON サンプルデータ ; "在庫マスク.不織布マスク" ; 10 ; JSONNumber )
  →JSON サンプルデータのパス "在庫マスク.不織布マスク" の値が 「10」 に設定されます。

詳しい関数仕様やこの他の JSON 関数については FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
また、 FileMaker Pro での JSON 関数の利用方法については、 Claris の次の動画や資料なども参考にしてく
ださい （「Claris Web セミナーの録画」 （https://content.claris.com/ja_recorded-webinars） からアクセ
スできます）。

 • Claris Web セミナー 「はじめての JSON 関数　その 1」 および 「その 2」
 • Claris Web セミナー対応資料 「JSON 関数事始め - その 1 -」 および 「その 2」

JSON 関数については、 演習 9-13 （9.4.11） で取り扱っています。

9.4.8  統計関数
統計関数は、 統計分析を実行します。 1 つのテーブル中の任意の複数フィールドを指定して利用することもでき
ますが、 関連レコードのフィールドデータを集計するために主に使用されます。
なお、 関連レコードのフィールドを統計関数で集計すると、 結果は非保存 （6.1.3） になります。 また、 計算対
象の関連テーブルのレコード数が増えるに従って時間がかかるようになります。
例えば、 関連レコードを使った統計関数で定義されている計算タイプや集計タイプのフィールドをレイアウト上に
たくさん配置すると、 表示に時間がかかることがあります。
このような場合には、 レイアウトから非保存の計算フィールドや集計フィールドを減らしたり、 ポップオーバー
（10.8.1）、 ポップアップヘルプ （9.3.6） など、 ユーザのアクションきっかけに結果が表示されるようにレイアウトで
工夫します。 また、 計算フィールドで計算するのではなく、 スクリプトで集計してからデータを入力するようにすると、
入力されたフィールドに索引が作成されるため、 表示や検索に時間がかからなくなります。

https://youtu.be/Syobq2XSZaM
https://youtu.be/eA1dPoUXWBA
https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/JA_FileMaker_JSON_1.pdf
https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/JA_FileMaker_JSON_2.pdf
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統計処理

Sum (フィールド { ; フィールド...} ) 

フィールド内の空白を除いた有効な値すべての合計を返します。

例 ：
Sum ( 見積管理_明細::c_金額 )  → 「見積管理_明細」 TO の 「c_金額」 フィールドの合計額

Average ( フィールド {; フィールド...} )

フィールド内の空白を除く有効な値すべての平均を返します。

Count ( フィールド {; フィールド...} )

フィールド内の空白を除く有効な値の数を返します。
関連レコード数を数えるために Count 関数を使用する場合は、 主キーのような空欄不可のフィールドを指定します。

Max ( フィールド {; フィールド...} )

フィールド内の有効な最大値を返します。

Min ( フィールド {; フィールド...} )

フィールド内の空白を除いた有効な最小値を返します。

フィールド値の取得

List ( フィールド {; フィールド...} )

フィールド内の空白を除く値の連結一覧を返します。 返される値は、 最後の値以外は改行 （キャリッジリターン） で区
切られます。
関連フィールドのデータの改行区切りテキストをスクリプトで使用するために利用できます。
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例 ：

統計関数の具体的な利用方法については、 演習 9-14 も参照してください。

9.4.9  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。 FileMaker Pro 
の論理関数は、条件が真の場合に 「1」、偽の場合に 「0」 を返します。 キーワード 「True」（= 「1」）、および 「False」
（= 「0」） を利用することもできます。
また、 テキストや算術演算など、 真偽を問わず引数を評価する論理関数もあります。

フィールド値の検証

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 ( 顧客管理_見積::顧客外部キー )
   → 関連レコードがなければ 「1」、 あれば 「0」 が返ります。
not IsEmpty ( 顧客管理_見積::顧客外部キー )
   → 関連レコードがなければ 「0」、 あれば 「1」 が返ります。

GetAsBoolean (データ)

引数に 「0」 以外の数値が入っていたら 「1」、 数値 「0」 が入っていたら 「0」 が返します。
引数にオブジェクトフィールドが指定された場合、 オブジェクトフィールドにデータが含まれている場合は 「1」、 空の場
合は 「0」 を返します。

例 ：
GetAsBoolean ( "テキスト-0" )  → 「0」 が返ります。
GetAsBoolean ( "テキスト-10" )  → 「1」 が返ります。
GetAsBoolean ( 顧客管理::取引状態 )
    → 「取引状態」 フィールドに 「1」 が入力されていれば 「1」、
     「0」 が入力されていれば 「0」 が返ります。
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Self関数

Self

計算式が定義されているオブジェクトの内容を返します。
フィールドオプション （4.2、4.3）、条件付き書式 （9.3.2）、ポップアップヘルプ （9.3.6）、プレースホルダテキスト （8.4.5）
などで使用します。
Self 関数を使用した計算式は、 オブジェクトを明示的に参照しないので、 他のオブジェクトにコピーと貼り付け （ペー
スト） で使用できます。

Evaluate関数

Evaluate ( 式 {; [フィールド 1 ; フィールド 2 ; ...]} )

指定した式を計算として評価します。
Evaluate 関数をサーバーで実行するスクリプトで利用する場合には、 評価する関数名は英語でなければなりません。
スクリプトの作成時やカスタム関数 （9.5） の作成時に注意してください。
オプションとして 2 番目の引数があり、 ここに計算の基準となるフィールド （リスト） を指定します。 依存するフィール
ドの内容が変更されると、 FileMaker Pro で計算式が再評価されて結果が更新されます。

例 ：
Evaluate ( 2+2 )  → 「4」 が返ります。  
Evaluate ( Quote ("2+2") ) → テキスト 「2+2」 が返ります。  

「計算::足し算」 フィールド （テキストタイプ） に 「1+2」 が入力されている場合：
Evaluate ( 計算::足し算 )   → 「3」 が返ります。
Evaluate ( Quote ( 計算::足し算 ) ) → 「1+2」 が返ります。
Evaluate ( "計算::足し算" )   → 「1+2」 が返ります。
Evaluate ( GetField ( "計算::足し算" ) )  → 「3」 が返ります。

「計算::かけ算」 フィールド （テキストタイプ） に 「10 * かける数」、 「計算::かける数」 フィールド （テキストタイ
プ） に 「2」 が入力されている場合：
Evaluate ( 計算::かけ算 ; [ 計算::かける数 ] )
 → 「20」 が返ります。
 　　また、 「計算::かける数」 フィールドを 「3」 に変更すると 「30」 を返します。

「名前」 フィールドと 「住所」 フィールドがある場合：
Evaluate ( "Get ( タイムスタンプ )" ; [ 名前 ; 住所 ] )
 → 「名前」 フィールドまたは 「住所」 フィールドが変更されるたびにタイムスタンプを取得します。
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EvaluationError (式)

式からのエラーコード (ある場合) を返します。
Evaluate 関数の構文エラーを取得するために利用することができます。

例 ：
「計算式」 フィールドにテキスト 「abs (-1」 （閉じカッコが欠損している） が保存されている場合：
EvaluationError ( Evaluate ( 計算式 ) )
   →エラーコード 「1207」 （「カッコが一致していません」） が返ります。

ExecuteSQL 関数

ExecuteSQL ( SQL クエリー ; フィールド区切り ; 行区切り {; 引数...} )

指定したテーブルオカレンスに対する SQL クエリーステートメントを FileMaker Pro ファイル内で実行します。
詳しくは、 「Claris FileMaker SQL リファレンスガイド」 を参照してください。

例 ：
「見積管理」 TO の 「発行日」 フィールドが 2022 年 8 月 4 日のレコードを抽出するには、 次のように記述し
ます （macOS の場合）。
ExecuteSQL (

 "SELECT * FROM \"見積管理\" WHERE \"発行日\" = '2022-08-04' " ;
 "" ; "" )

9.4.10  論理関数 - 条件分岐
論理関数のうち If 関数、 Case 関数および Choose 関数は、 指定された条件の評価結果に対応した結果を
返します。
If 関数は、 基本的に 1 つの論理式の結果 （真か偽） に応じた結果を返します。
Case 関数は、 複数の論理式を記述することができます。 記述された順で論理式を評価し、 真になったら対応
する結果を返して、 以降の論理式は評価しません。
Choose 関数は、 1 つの条件の評価結果 （整数値） に応じた結果を複数指定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。
If 関数を入れ子にして複数の条件を記述することもできますが、 条件が 2 つ以上ある場合は Case 関数の方が便利
です。

例 ：
If ( 顧客管理::取引状態 = 1 ; "取引中" ; "取引なし" )
    → 「取引状態」 フィールドに 「1」 が入力されていれば 「取引中」、
     「0」 が入力されていれば 「取引なし」 が返ります。
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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や当てはまるレコードが多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。

例 ：
「消費税額」 フィールドの端数処理の方法を、 「端数処理」 フィールドで指定する場合 （「端数処理」 フィールドに 1, 2, 
3 以外の数値が入力されている、 あるいは空欄の場合には、 端数処理されません）
Case (

 端数処理 = 1 ; Round( 消費税額 ; 0 ) ;  // 四捨五入
 端数処理 = 2 ; Truncate( 消費税額 ; 0 ) ;  // 切り捨て
 端数処理 = 3 ; Ceiling( 消費税額 ) ;   // 切り上げ
 消費税額 ) 

数値や日付の範囲が条件の場合は、 比較対象の値を大きい順あるいは小さい順に並べることで条件を単純に記述する
ことができます。 例えば 「金額」 フィールドの数値に基づいて割引率を出す計算式は、 次のように記述します。 一番
上の条件が偽であれば、次の条件は 「2000 未満」 かどうかだけで、「1000 以上」 という条件指定は必要ありません。
Case (

 金額 < 1000 ; "" ;  // 割引なし
 金額 < 2000 ; ".01" ; // 1%割引
 金額 < 3000 ; ".02" ; // 2%割引
 ".05" )    // 5%割引 

Choose (条件 ; 結果 0 {; 結果 1 ; 結果 2 ...} )

条件の評価結果 （整数値） に従って 1 つの結果を返します。
条件の評価結果が 「0」 の場合は 「結果 0」、 「1」 の場合は 「結果 1」、 「2」 の場合は 「結果 2」 というように、
整数値の評価結果に対応する結果を返します。 対応する結果がない場合は、 何も返しません。

例 ：
Choose ( Int ( 金額 / 1000 ) ; 0 ; .01 ; .02 )
  → 「金額」 フィールドが 「1000」 未満ならば 「0」、 「2000」 未満ならば 「0.01」、
   「3000」 未満ならば 「0.02」 を返します。
   「金額」 フィールドの値が 「3000」 以上になると何も返しません。
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9.4.11  論理関数 - 繰り返しと再帰の制御
FileMaker Pro で繰り返し計算を実行するには While 関数を使います。 カスタム関数 （9.5） を定義するとき
に、 自分自身 （カスタム関数） の再帰呼び出し （9.5.2） をすることもできます。
繰り返し計算や再帰呼び出しを実行したときに、 終了条件の設定を間違えたりすると無限ループになって 
FileMaker Pro が応答しなくなることがあります。 このような事態を避けるために、 SetRecursion 関数を使っ
て繰り返しの回数を制限することができます。
なお、 SetRecursion 関数を使わない場合の最大繰り返し回数は 50,000 回です。

繰り返し ・ 再帰制御

While ( [初期変数] ; 条件 ; [ロジック] ; 結果 )

条件が真の間にロジックを繰り返してから、 結果を返します。

動作 ：
 1) 初期変数を評価します。
 2) 条件を評価します。
 3) 条件が真 （0 以外の数値結果） の場合、 ロジックを評価し、 2) の条件の評価に戻ります。
条件が偽 （0） の場合、 繰り返しを停止して結果を返します。

最大繰り返し回数 ：
While 関数の繰り返しは最大 50,000 回に制限されています。 または、 SetRecursion 関数で最大繰り返し数を設
定することもできます。  

条件 ：
条件が正しく評価されることに注意します。 なんらかの原因により停止条件が偽(0)にならない場合、 While 関数は既
定数まで処理を繰り返した後、 「?」 を返して終了します。  
なお、 この関数の中で定義した変数はこの関数の中だけで有効です。

例 ：
1 から 9 まで順に足し算し、 結果 「45」 を返します。
 While ( [  // 初期変数
   count = 0 ;

   x = 0 

  ] ; 

  count < 9 ;  // 条件
  [ // 計算式
   count = count + 1 ;

   x = x + count

  ] ;

  x  // 結果
 )
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SetRecursion ( 式 ; 最大繰り返し )

計算式内部の再帰とループの最大繰り返し数を設定します。
式が最大繰り返しを超えると 「?」 を返します。

例 ：
次の計算式は、 第 1 引数で与えられた式 （While 関数） が、 第 2 引数で与えられた最大繰り返しの数 （ 5 回） を
超えて繰り返す （9 回） ため、 結果 「?」 を返します。
 SetRecursion (

  While ( [  // 初期変数
    count = 0 ;

    x = 0 

   ] ; 

   count < 9 ;  // 条件
   [  // 計算式
    count = count + 1 ;

    x = x + count

   ] ;

   x  // 結果
  ) ; 

  5 )

While 関数と SetRecursion 関数の使い方は、 演習 9-12 および 9-13 も参照してください。

コラム ： While 関数と [Loop], [Exit Loop If] スクリプトステップ

While 関数は、 [Loop][Exit Loop If][End Loop] スクリプトステップ （10.5.3） の処理と似ています。
しかし、 [Exit Loop If] スクリプトステップでは、 条件が真(1) になるとループを抜けて終了しますが、 While 関数では
条件が偽(0)になると繰り返し処理を終了する点で異なります。 それぞれの条件の設定時には注意してください。
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演習 9-12  繰り返しの計算式の作成

フォルダ：演習9_12から13 使用ファイル： 9_繰り返し関数例.fmp12

この演習では、While 関数および SetRecursion 関数の動作をデータビューア （10.2.3） で確認します。
なお、 演習ファイルには 9.4.11 節で例示した 1 から 10 までの数値を加算する関数が登録されているので、 「演
習9-12」 レイアウトからそれをコピーして使用することもできます。

1  演習ファイルを開いて、 「演習 9-12」 レイアウトを表示します。

2  データビューアを開きます。
a. [ツール] メニューの [データビューア] を選択してデータビューアを起動します。
b. [監視] を選択し、 右下の 「＋」 をクリックして [式の編集] ダイアログを開きます。

3  繰り返しの計算式の結果を確認します。
a. [式の編集] ダイアログの [式:] に、 次の計算式を入力します。
あるいは、演習ファイルの 「演習 9-11」 レイアウトから計算式をコピーすることもできます （演習ファ
イルの 「クリップボードにコピー」 ボタンをクリック）。 コピーした計算式を [式:] にペーストしてく
ださい。

SetRecursion (

 While ( [    // 初期変数
      count = 0 ;

      x = 0 

             ] ; 

  count < 9 ;    // 条件
  [    // 計算式
      count = count + 1 ;

      x = x + count

  ] ;

  x    // 結果
 ) ; 

 10 )

b. 計算式を入力すると、 すぐに 「結果」 に値 （45） が表示されることを確認します。 （図 9.4-7）
この計算式は、 count が 「9」 より小さい限り、 x に count の値を足す計算を繰り返します。
count の値は、 最初は 「0」 で、 繰り返しのたびに 「1」 ずつ増えていきます。
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図9.4-7 [式の編集] ダイアログの表示

4  繰り返しの計算式を編集して、 結果を確認します。
a. While 関数の条件 「count < 9」 を 「count < 10」 を書き換えて、 結果が 「55」 に変わ
ることを確認します。

b. SetRecursion 関数の第 2 引数 （一番下の行の 「10」） を 「5」 に書き換えて、 結果が 「?」
に変わることを確認します。
これは、 SetRecursion 関数の式 （While 関数の繰り返し処理） が 5 回を超えているためです。

演習終わり
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演習 9-13  JSON 形式のデータから繰り返し計算式で値を取得する

フォルダ：演習9_12から13 使用ファイル： 9_繰り返し関数例.fmp12

この演習では、While 関数 （9.4.11） と JSON 関数 （9.4.7） の動作をデータビューア （10.1.5） で確認します。
演習ファイルには、 テーブルが 1 つだけ定義されていて、 レコードが 1 つ登録されています。 その
「jsonTextEx01」 フィールドには、 次の JSON データが保存されています （なお、 この JSON データは 
JSONFormatElements 関数 （9.4.7） を使って読みやすくしています）。

{

 "製菓店" : 
 {

  "製品" : 
  [

   {

    "id" : "FB1",

    "名前" : "ドーナツ",
    "価格" : 100,
    "在庫" : 43,
    "カテゴリ" : "パン",
    "特売" : true
   },

   {

    "id" : "FB2",

    "価格" : 200,
    "名前" : "チョコレートケーキ",
    "在庫" : 23,
    "カテゴリ" : "ケーキ", 
    "特売" : true
   },

   {

    "id" : "FB3",

    "価格" : 300,
    "名前" : "バゲット",
    "在庫" : 34,
    "カテゴリ" : "パン", 
    "特売" : true
   }

  ]

 }

}

この JSON データは、「製菓店」 の 「製品」 として、製品情報 （「id」 「名前」 「価格」 など） を表すJSON オブジェ
クトを配列で持っています。 例えば、 配列の最初の 「製品」 の 「名前」 は、 次のパスで取得することができます。

製菓店.製品[0]名前
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この演習では、 「製菓店」 で扱っているすべての 「製品」 の 「名前」 を、 JSONGetElement 関数 （9.4.7）
を While 関数で繰り返し実行して取り出す計算式を確認します。

1  演習ファイルを開き、 データビューアを開きます。

a. 演習ファイルを開いて、 「演習 9-13」 レイアウトを表示します。
b. [ツール] メニューの [データビューア] を選択してデータビューアを起動します。
c. [監視] を選択し、 右下の 「＋」 をクリックして [式の編集] ダイアログを開きます。

2  JSON 関数の動作を確認します。
a. [式の編集] ダイアログの [式:] に次の JSON 関数を入力します。

 JSONGetElement ( 繰り返し関数例::jsonTextEx01 ; "製菓店.製品[0]名前" )
b. JSON データの 「製菓店.製品」 配列の 0 番目の要素の 「名前」 が取り出され、[結果:] に 「ドー
ナツ」 と表示されることを確認します。 （図 9.4-8）

図9.4-8 JSONGetElement 関数の結果

3  繰り返しの計算式の結果を確認します。
a. [式の編集] ダイアログの 「式」 に、 次の計算式を入力します。
あるいは、 演習ファイルの 「演習 9-13」 レイアウトから計算式をコピーすることもできます （演
習ファイルの 「クリップボードにコピー」 ボタンをクリック）。 コピーした計算式を [式:] にペース
トしてください。
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While ( 

 [    // 初期変数
  x = 再帰関数例::jsonTextEx01 ; 
  y = "" ;

  count = 0

 ] ; 

 count < 3 ;    // 条件

 [    // 計算式
   y = y  & JSONGetElement ( x ; "製菓店.製品[" 

& count & "]名前" ) & ¶ ; 
  count = count +1

  ] ; 

 y    //結果
)

この計算式は、 「jsonTextEx01」 フィールドに保存されている JSON データから、 「製菓店.製
品[*].名前」 でアクセスできる 「製品」 の 「名前」 を JSONGetElement 関数で取り出して
います。 この取り出し処理を While 関数で 3 回繰り返しています。
なお、 JSON データの配列索引は 「0」 から始める点に注意してください。 このため、 「製品」
配列の索引を指定する変数 「count」 は、 初期値が 「0」 になっています。

b. 次の結果が [結果:] に表示されることを確認します。 （図 9.4-9）

ドーナツ
チョコレートケーキ
バゲット
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図9.4-9 While 関数を使った JSON データの取り出し結果

演習終わり

9.4.12  論理関数 - Let 関数
Let 関数を使うと複雑な計算式を変数を使ってシンプルにすることができます。 例えば、 関数の中で他の同じ関
数を何度も呼び出す必要があるとき、 その関数の評価結果を変数に保存して再利用することができます。
変数については、 10.5.1 節も参照してください。

Let 関数

Let ( {[} 変数1 = 式1 { ; 変数2 = 式2...]} ; 計算 ) 

計算式の実行中またはスクリプトが終了するまで、 またはファイルが閉じられるまで指定した式の結果に変数を設定し
ます。
Let 関数を使用すると、 式の結果を変数に割り当て、 その変数を使用できる結果を返すことができます。
この関数の中で定義した変数は、 この関数の中だけで有効です。

例 ：
次のような Date 関数の式を考えます （この式は、 現在の日付の 30 日後の日付を返します）。

Date ( Month ( Get ( 日付 ))  
 ; Day ( Get ( 日付 )) + 30 ; Year ( Get ( 日付 ))) 

この場合も、Let 関数を使えば、 同じ関数(Get( 日付 ))を 3 回実行することなく、 1 回で済ませることができ、 パフォー
マンスの良い計算式となります。
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Let (

 x = Get( 日付 ) ;
 Date ( Month( x ) ; Day( x ) + 30 ; Year( x ) ) 

) 

また、 次の計算式を考えます。 この式では、 Substitute 関数で文字列 （ Self で指定） 中の全角長音 （「ー」） と
マイナス記号 （「−」） をハイフン （「-」） に置換した後、 RomanHankaku 関数で英数記号を半角に変換し、 さらに 
Filter 関数を使って指定した文字列 （数字とハイフン） だけにフィルタしています。

Filter ( 

 RomanHankaku ( 

   Substitute ( Self ; [" ー " ; "-" ];[ "−" ; "-" ] ) ) 
;"-0123456789" )

上の式は 3 つの関数が入れ子になっています。 これを Let 関数を使って記述すると、 次のようにシンプルにできます。
Let ( [

 x = Substitute ( Self ; [ " ー" ; "-" ];[ "−" ; "-" ] ) ;
 y = RomanHankaku ( x )

      ] ;

 Filter ( y ; "-0123456789" ) 

)

上の Let 関数で使われている 「x」 と 「y」 は、 この Let 関数の中だけで有効な変数です。

演習 9-14  統計関数の結果をポップアップヘルプに表示する （Let 関数利用）

フォルダ：演習9_14から15 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 ポップアップヘルプ （9.3.6） に統計関数 （9.4.8） の結果を表示するように設定します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトには、左側に見積情報に対応する顧客の 「会
社名」 が表示されています。 この 「会社名」 フィールドに、 見積件数、 合計金額、 平均金額を表示するポップアッ
プヘルプを設定します。 （図 9.4-10）
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図9.4-10 ポップアップヘルプの表示

計算式には Let 関数を使い、 平均金額を求める際に見積件数と合計金額の集計結果を再利用します。

1  演習ファイルを開いて、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「会社名」 フィールドにポップアップヘルプを設定します。
a. 「会社名」 フィールドを選択し、 インスペクタパネルの 「位置」 タブの [ポップアップヘルプ] の
鉛筆アイコンをクリックして、 [計算式の指定] ダイアログを表示します。

b. [計算式の指定] ダイアログに、 以下の計算式を記述します。 この式は、 Let 関数 （9.4.12）
の中で、 統計関数 （9.4.8） の Count 関数、 および、 数字関数 （4.3.2） の Sum 関数と 
Round 関数を使用しています。 （図 9.4-11）

Let ( [

 x = Count ( 見積管理|履歴|自己::主キー ) ;
 y = Sum ( 見積管理|履歴|自己::c_見積総額 ) 
         ] ;

 "件数:" & x & " 件¶¶" &
 "合計:" & y & " 円¶¶" &
 "平均:" & Round ( y/x ; 0 ) & " 円" 
)
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図9.4-11 ポップアップヘルプに計算式を指定

c. [OK] をクリックして [計算式を指定] ダイアログを閉じます。

3  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

4  「見積詳細」 レイアウト上の 「会社名」 フィールド上にカーソルを置いてしばらく待つと、 統計情報が記
載されたポップアップヘルプが表示されることを確認します。 （図 9.4-12）
なお、 このポップアップヘルプに表示されている統計情報は、 現在の見積情報を除いた計算結果である
ことに注意してください。

図9.4-12 ポップアップヘルプに表示された関数の計算結果

演習終わり
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演習 9-15  タブコントロールの名前を計算式で設定する （Let 関数利用）

フォルダ：演習9_14から15 使用ファイル： 9_見積作成管理.fmp12

この演習では、 タブコントロールのタブの名前に統計関数 （9.4.8） の結果を表示するように設定します。
ここでは、 演習 9-14 で 「会社名」 フィールドのポップアップヘルプとして表示した内容を、 「見積履歴」 タブ
の名前として表示するように設定します。 （図 9.4-13）

図9.4-13 タブパネルの名前に計算式を設定

1  演習ファイルを開いて、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積履歴」 タブパネルのタブ名に計算式を設定します。
a. タブコントロールをダブルクリックして [タブコントロール設定] ダイアログを表示します。
なお、 タブコントロールオブジェクトにロックがかかっている場合は [タブコントロール設定] ダイ
アログの内容がグレー表示になっていて編集できません。 インスペクタの [位置] タブの [配列と
整列] 領域で [ロック] の錠アイコンが開いているものを選択し、 再度 [タブコントロール設定] 
を表示します。

b. [タブコントロール設定] ダイアログで 「見積履歴」 という名前が設定されているタブを選択し、
[指定...] ボタンをクリックして [計算式の指定] ダイアログを表示します。
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c. [計算式の指定] ダイアログに、 以下の計算式を記述します。 この式は、 この式は、 Let 関数
（9.4.12） の中で、 統計関数 （9.4.8） の Count 関数、 および、 数字関数 （4.3.2） の Sum 
関数と Round 関数を使用しています。 （演習 9-14 の計算式と結果表示の書式が違うだけで
す。）

Let ( [

 x = Count ( 見積管理|履歴|自己::主キー ) ;
 y = Sum ( 見積管理|履歴|自己::c_見積総額 ) 
         ] ;

 "件数:" & x & " 件 / " &
 "合計:" & y & " 円 / " &
 "平均:" & Round ( y/x ; 0 ) & "円" 
)

d. [タブコントロール設定] ダイアログで [名前変更] ボタンをクリックします。
e. [タブ揃え] を 「両端揃え」 に変更します。
f. [OK] をクリックして [タブコントロール設定] ダイアログを閉じます。 （図 9.4-14）

図9.4-14 [タブコントロール設定] ダイアログ （設定変更後）

3  サンプルデータを表示して計算式の結果を確認します。
a. 計算式を設定したタブパネルのタブ名に 「計算」 と表示されていることを確認します。
b. [表示] メニューの [オブジェクト] > [サンプルデータ] を選択して、 レイアウトモードでサンプル
データを表示します。

c. 「計算」 と表示されていたタブ名に、 サンプルデータを使った計算式の結果が表示されているこ
とを確認します。 （図 9.4-15）
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図9.4-15 レイアウトモードでサンプルデータを表示

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  「見積詳細」 レイアウトのタブコントロールのうち、 本演習開始前は 「見積履歴」 と表示されたタブの
タブ名に 「件名」 「合計」 「平均」 の値がそれぞれ表示されていることを確認します。 （演習冒頭の図 
9.4-13）

演習終わり

9.4.13  その他の関数
その他の関数は、 フィールドとレイアウトオブジェクトに関する情報を返します。 よく使われるものに、 次の 
GetFieldName 関数があります。

GetFieldName

参照されているフィールドの完全修飾名 （テーブル名::フィールド名） を返します。
具体的な使用方法は演習 10-19 を参照してください。
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9.4.14  取得関数
取得関数は、 引数を指定せずにそのまま使います。 主に 「いま○○はどうなっているか」 を知ることができる
関数で、 スクリプトでよく使います。

日付 ・ タイムスタンプ取得

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 ：
Month ( Get ( 日付 ) ) →今月を返します （本日が 2022 年 5 月 1 日の場合は 「5」）。

Get ( タイムスタンプ )

システムクロックに基づいた現在の日付と時刻 (秒単位まで表示) を返します。

例 ：
システムクロックに 「2023 年 1 月 1 日 11:30:01」 と表示されている場合
    → 「2023/01/01 11:30:01」 を返します。

スクリプト入出力

Get ( スクリプト引数 )

現在のスクリプトに渡されたスクリプト引数を返します。
スクリプト引数は、 ボタン、 スクリプトトリガ、 別のスクリプト、 または Web ビューアのJavaScript でスクリプトに渡
すことができます。 詳しくは 10.3.1 節を参照してください。

Get ( スクリプトの結果 )

実行されたサブスクリプト （10.3.4） の結果を返します。
この関数をスクリプト内で評価される計算式の一部として使用します。 サブスクリプトが結果を返さない場合、 スクリプ
ト結果の内容は空または以前のサブスクリプト結果の値になります。

エラー処理

Get ( 最終メッセージ選択 )

[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップ （10.6.1） を使用して表示した警告メッセージのボタンに対応する番号
を返します。
具体的な使い方は 10.6 節を参照してください。
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Get ( 最終エラー )

直前に実行したスクリプトステップでエラーが発生した場合はそのエラー番号を返します。
直前に実行されたスクリプトステップが正常に終了した場合、 「0」 を返します。
具体的な使い方は 10.6.3 節を参照してください。

例 ：
次のスクリプトで検索結果が無かった場合、Get ( 最終エラー ) 関数はエラー番号 「401」 （「検索条件に一致するレコー
ドがありません」） を返します。 その結果、 [If] スクリプトステップの次の [カスタムダイアログを表示] スクリプトステッ
プが実行されます。
...

エラー処理 [ オン ]
検索実行
If [ Get ( 最終エラー ) ]
 カスタムダイアログを表示 [ " 結果なし" ; "該当するデータはありませんでした。 " ]

End If

エラー処理 [ オフ]

システム情報取得

Get ( システムプラットフォーム )

現在のプラットフォームを示す数値を返します。
この関数が返す値は次のとおりです。
 • 「1」 ：現在のプラットフォームが macOS の場合
 • 「-2」 ：現在のプラットフォームが Windows の場合
 • 「3」 ：現在のプラットフォームが iOS または iPadOS の場合
 • 「4」 ：現在のプラットフォームが FileMaker WebDirect の場合
 • 「5」 ：現在のプラットフォームが CentOS Linux の場合
 • 「8」 ：現在のプラットフォームが Ubuntu Linux の場合

Get ( デバイス )

FileMaker 製品を実行しているコンピュータまたはモバイルデバイスのタイプを表す数値を返します。
この関数が返す値は次のとおりです。
 • 「0」 ：不明なデバイスの場合
 • 「1」 ： Mac の場合
 • 「2」 ：Windows コンピュータの場合
 • 「3」 ： iPad の場合
 • 「4」 ： iPhone の場合
 • 「5」 ： Android の場合
 • 「6」 ： Linux コンピュータの場合
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Get ( アプリケーションバージョン )

FileMaker クライアントの製品名とバージョンを返します。
この関数が返す値は次のとおりです。
 • 「Pro (バージョン)」 ： FileMaker Pro の場合
 • 「Go (バージョン)」 ： FileMaker Go (iPhone) の場合
 • 「Go_iPad (バージョン)」 ： FileMaker Go (iPad) の場合
 • 「Web Publishing Engine (バージョン)」 ：Web クライアントの場合
 • 「xDBC (バージョン)」 ： xDBC クライアントの場合
 • 「Server (バージョン)」 ： FileMaker Server または FileMaker Cloud の場合
 • 「FileMaker Data API Engine (バージョン)」 ： FileMaker Data API の場合

Get ( ウインドウモード )

関数が評価されたときに設定されていた FileMaker 製品のモードを示す数値を返します。
この関数が返す値は次のとおりです。
 • 「0」 ： ブラウズモード
 • 「1」 ：検索モード
 • 「2」 ： プレビューモード
 • 「3」 ：印刷中の場合
 • 「4」 ：データビューアから関数を評価していて現在のウインドウがレイアウトモードの場合

パスの取得

Get ( デスクトップパス )

現在のユーザのデスクトップフォルダへのパスを返します。
この関数は FileMaker Pro でのみサポートされています。 他の FileMaker 製品ではこの関数はサポートされないた
め空の文字列を返します。

例 ：
「John Smith」 というユーザの場合：
 Windows: /C:/Users/John Smith/Desktop/

 macOS: /Macintosh HD/Users/johnsmith/Desktop/

Get ( ドキュメントパス )

現在のユーザのドキュメントフォルダへのパスを返します。
FileMaker WebDirect、 FileMaker Data API、 およびカスタム Web 公開ではこの関数はサポートされないため
空の文字列を返します。
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例 ：
FileMaker Pro で 「John Smith」 というユーザの場合：
 Windows: /C:/Users/John Smith/Documents/

 macOS: /Macintosh HD/Users/johnsmith/Documents/

FileMaker Server の場合：
 Windows: /C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/
Documents/

 macOS: /Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/

FileMaker Cloud の場合：
 /opt/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/

Get ( テンポラリパス )

現在の FileMaker テンポラリフォルダへのパスを返します。
FileMaker WebDirect、 FileMaker Data API、 およびカスタム Web 公開ではこの関数はサポートされないため
空の文字列を返します。

アクセス権セット名の取得

Get ( アカウントアクセス権セット名 )

ファイルを開いたアカウントに設定されているアクセス権セットの名前を返します。
デフォルトのアクセス権セット （13.3.1） を使用している場合は、 それぞれ次の文字列を返します。
 • [完全アクセス] ： "[Full Access]"
 • [データ入力のみ] ： "[Data Entry Only]"
 • [閲覧のみアクセス] ： "[Read-Only Access]"

Get ( 現在のアクセス権セット名 )

ファイル内でこの計算式を評価するために現在のユーザによって使用されているアクセス権セットの名前を返します。
例えば、 データベースの閲覧のみのアクセス権 （[閲覧のみアクセス] アクセス権セット） を持つユーザが完全アクセ
ス権で実行するように設定されたスクリプトを実行している場合、 Get (アカウントアクセス権セット名) は [Read-Only 
Access] を返しますが、 Get (現在のアクセス権セット名) は [Full Access] (現在のスクリプトに対して) を返します。

データファイル

Get ( オープンデータファイル情報 )

開いているデータファイル （10.9） のファイル ID とパスを返します。
1 つのデータファイルの情報は次の書式で、 データファイルごとに改行区切りで返されます。
<ファイル ID><タブ><パス><改行>



第9章　計算式と関数
　FileMaker 関数の活用　

336

9.4.15  モバイル関数
FileMaker Go では、 iOS デバイスまたは iPadOS デバイスに搭載された機能を使った関数を利用することが
できます。
なお、 モバイル関数の使い方などについては、 12.1 節も参照してください。

GetAVPlayerAttribute ( 属性名 )

オブジェクトフィールドにあるオーディオ、ビデオ、イメージファイルの属性のうち、引数で指定された設定の値を返します。
取得可能な属性は、 例えばメディアの再生状態、 オーディオファイルまたはビデオファイルの再生時間、 オーディオのボ
リュームレベルなどがあります。 属性の詳細については、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

GetSensor ( センサー名 { ; オプション 1 ; オプション 2 } )

iOS デバイスまたは iPadOS デバイスの指定されたセンサーの値を返します。
値が取得可能なセンサーには、 バッテリー、 位置、 傾き、 速度、 加速度、 磁気、 歩数、 気圧などがあります。 詳しくは、
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
関数の具体的な使い方は、 12.1.7 節を参照してください。

RangeBeacons ( UUID { ; タイムアウト ; メジャー ; マイナー } )

iBeacon と iOS デバイスまたは iPadOS デバイスとの距離の一覧を返します。 引数の UUID は検索対象の 
iBeacon を識別するための ID です。
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9.4.16  UUID を生成する関数
UUID (Universally Unique IDentifier) は、 全世界でユニークになる （重複する確率が限りなく 0 であ
る） 識別子です。 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。 この特性を 
FileMaker のテーブルの主キーに利用することができます。
UUID を主キーに利用する利点についてもう少し考えてみましょう。
例えば、 オフラインとオンラインで作業するクライアントがそれぞれ複数ある場合を考えます。 オンラインの場合
は FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud 上でカスタム App が共有されていて、 作成されたレコード
もすぐに共有利用することができますが、 オフラインの場合はカスタム App はユーザの手元のクライアントにあり、
作成されたレコードもクライアントにしかありません。 したがって、 オンラインとオフラインでそれぞれ作成されたレ
コードを一緒にするために定期に同期する必要があります。
このような場合、 主キーをオンラインとオフラインでユニークに保つことは、 一般的にはとても難しい作業です。
しかし、 UUIDは限りなくユニークなものなので、 主キーに UUID を使用することでその悩みは解消することがで
きます。

FileMaker Pro において UUID を生成する関数として、 Get ( UUID ) 関数が用意されています。
FileMaker Pro で自動で作成される 「主キー」 フィールドは、 フィールドの入力値の自動化オプションで Get 
(UUID) 関数の計算値が設定されています。 新規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

Get ( UUID )

結果は 16 進数(128bit)のランダムな文字列です。 評価されるたびに新しい文字列を返します。  

また、 UUID 値を表す番号を返す Get ( UUID番号 ) 関数も用意されています。 この関数は、 次のような数字
を結果として返します。  

6259606351420395367887891361352232039985059482540522339112

Get ( UUID番号 )

結果は 24 進数(192 ビット)のランダムな数字です。 評価されるたびに新しい数字を返します。  

主キーは照合フィールドとしてリレーションシップの定義に使われることが多いのですが、 リレーションシップを
利用する計算式や処理などにおいて、 文字列よりも数値の方が速くなる場合があります。 「主キー」 フィールドに 
UUID を 採用する場合、 どちらの関数をフィールドオプションに設定するか検討してください。
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9.5 カスタム関数の利用
FileMaker Pro では、 標準で用意されている関数に加え、 開発者が独自の関数を作成して利用することができ
ます。 開発者が作成した関数を、 カスタム関数といいます。
カスタム関数は、 FileMaker Pro、 FileMaker Go および FileMaker WebDirect を利用した Web ブラウザ
のすべての FileMaker クライアントで利用できます。
カスタム関数を使うと、 次のことができます。

 • 長くて複雑な計算式をシンプルな関数名で利用する
 • 何度も利用する計算式をシンプルな関数名で利用する

これは Let 関数 （9.4.12） に似ていますが、 関数として名前を付けることでファイル内の任意の場所で使用で
きるようになります。
また、 計算の処理ロジックに変更があったときにカスタム関数の変更だけで対応できるので、 メンテナンスの効
率も良くなります。

9.5.1  カスタム関数を作成する
カスタム関数を作成、 編集するためには、 まず次の 2 つが必要です。

 • [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） のアカウントでカスタム App ファイルを開いていること
 • [環境設定] ダイアログボックスの [一般] タブで [高度なツール使用する] が選択されていること

カスタム関数は開発者が定義しておけば良く、 他のユーザはカスタム App ファイルにカスタム関数が定義されて
いるだけで利用可能です。
カスタム関数は、 [カスタム関数を編集] ダイアログ （図 9.5-1） で作成します。
なお、 カスタム関数で実現可能な処理は、 原則として FileMaker Pro の標準の関数、 スクリプトで実現可能で
す。 カスタム関数を作成する際には、 まず標準の関数、 スクリプトで処理の動作を確認することをお勧めします。

[カスタム関数を編集] ダイアログ
[カスタム関数を編集] ダイアログは、 次の手順で開きます。

（1） [ファイル] メニューの [管理] から [カスタム関数] を選択
（2） 表示された [カスタム関数の管理] ダイアログで、 [新規...] または [編集...] をクリック
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図9.5-1 [カスタム関数を編集] ダイアログ

[カスタム関数を編集] ダイアログでは、 次の内容を入力します。

 • [関数名:] カスタム関数ごとに固有の名前 （100文字以内）
 • [関数の引数:] 指定する定義式に引数が必要な場合に入力
 • [新規関数 () =] 計算式
 • [アクセス:] カスタム関数を利用できるアカウントを指定

図 9.5-2 は、 「誕生日」 を入力すると年齢を返すカスタム関数の例です。 関数名には 「CF年齢」、 関数の引
数には 「誕生日」 が設定されています。 年齢を返す計算式の下には、 このカスタム関数を利用できるアカウントと
して [すべてのアカウント] が選択されています。
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図9.5-2 カスタム関数 「CF 年齢」 の定義

カスタム関数の動作は、 データビューア （10.2.3） で確認することができます。
定義されているカスタム関数は、 データビューアの関数パネルで、 種類別の 「カスタム関数」 を選択すると表示
されます。 （図 9.5-3）
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図9.5-3 データビューアでカスタム関数の動作を確認

アクセス権を制限する
カスタム関数を、 [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） が付与されているアカウントのみがアクセス （使用）
できるように設定することが可能です。 例えば、 従業員の年収を計算するカスタム関数など、 誰もが使用できては
いけないカスタム関数は、 使用できるアカウントを制限することを検討します。

コメントを書く
自分で作成したカスタム関数でも、 時間が経つにつれて作った理由や細かい仕様などは忘れてしまうかもしれま
せん。 あるいは、 別の開発者が他のファイルで利用するかもしれません。 そのために、 計算式の定義の中にコメ
ントを書いておくことは重要です。 これは、 スクリプトを作成するときも同様です。
コメントの書き方や内容は任意ですが、 計算式だけでは端的に表現しづらい説明や、 読み手にとって重要な情
報を簡潔に書くことが推奨されています。

必ずテストする 
カスタム関数を作成したときには、 すべてのアクセス権セット、 すべてのクライアントのハードウェア、 OS で確認
するようにしましょう。
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演習 9-16  カスタム関数の作成

フォルダ：演習9_16から17 使用ファイル： 9_カスタム関数.fmp12

この演習では、 カスタム関数を作成してデータビューア （10.2.3） で動作を確認する手順を確認します。
ここでは、 「開発者かどうか」 を論理値で返すカスタム関数を作成します。 「開発者かどうか」 は、 取得関数で
ある Get ( アカウントアクセス権セット名) 関数 （9.4.14） を使って判定します。 この関数は、 現在のユーザアカ
ウントに設定されているアクセス権セット名 （13.3） を返します。
作成するカスタム関数では、 Get ( アカウントアクセス権セット名 ) 関数が返す値が [完全アクセス] （"[Full 
Access]"） であるかどうかを判定します。 アクセス権セットが [完全アクセス] であるということは、 つまり 「開発
者」 であるという意味で 「真」 （1） を返します。

1  カスタム関数 「CF 開発者かどうか」 を作成します。

a. 演習ファイルを開きます。
b. [ファイル] メニューの [管理] > [カスタム関数] を選択して、 [カスタム関数の管理] ダイアログを
表示します。
演習ファイルには既に、 9.5.1 （図 9.5-2） で確認したカスタム関数 「CF 年齢」 が登録されて
います。 （図 9.5-4）

図9.5-4 [カスタム関数の管理] ダイアログ

c. [新規] をクリックして、 [カスタム関数を編集] ダイアログを表示します。
d. [カスタム関数を編集] ダイアログで以下の内容を入力します。 （図 9.5-5）

 • [関数名] ： 「開発者かどうか」
 • [関数の引数] ： 空欄 （この関数には引数がありません）
 • 計算式： Get ( アカウントアクセス権セット名 ) = "[Full Access]"
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図9.5-5 カスタム関数 「開発者かどうか」 の定義

e. [OK] を何度かクリックしてカスタム関数の定義を終了します。

2  データビューアで動作を確認します。
a. [ツール] メニューの [データビューア] を選択してデータビューアを表示します。
b. データビューアの [監視] タブの右下の 「＋」 をクリックして、[式の編集] ダイアログを表示します。
c. [式の編集] ダイアログの右の関数パネルの一番下にある 「開発者かどうか」 関数をダブルクリッ
クします。
あるいは、 関数パネルの表示を 「カスタム関数」 にフィルタして、 「開発者かどうか」 関数をダ
ブルクリックします。

d. [式:] に 「開発者かどうか」 関数が入力され、 すぐに [結果:] に 「1」 が表示されることを確認
します。 （図 9.5-6）
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図9.5-6 データビューアでカスタム関数 「開発者かどうか」 の動作を確認

演習終わり

9.5.2  再帰呼び出し
関数の中で自分自身 （関数） を呼び出すことを再帰呼び出しといいます。 FileMaker Pro のカスタム関数では、
再帰呼び出しをするカスタム関数 （再帰関数） を定義することができます。
一般に、 再帰呼び出しによる処理は、 繰り返し処理として書くことができます。 簡単な処理の場合は、 繰り返し
処理の方が効率的に処理ができますが、 再帰呼び出しを使うことで端的で読みやすい計算式にすることができます。
例えば、 次の計算式は、 べき （冪） 乗 （「a の n 乗」 といった計算） を While 関数 （9.4.11） を使って繰り
返し処理で書いたカスタム関数の定義です。 引数 「底」 の数を 「べき指数」 回だけ掛け算した結果が返ります。

べき乗 ( 底 ; べき指数 ) =
 While ( 

  [ // 初期変数
   e = 1 ;

   i = 1

  ] ; 

  i  ≤  べき指数 ; // 条件

  [ // ロジック
   e = e *  底 ;
   i = i + 1 

  ] ;

  e // 結果
 )
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一方、 次の計算式は、 べき乗を再帰呼び出しで定義したカスタム関数の定義です。 上記の繰り返し処理による
計算式よりもシンプルに記述できています。

べき乗 ( 底 ; べき指数 ) =
 If ( べき指数 = 0 ; 1 ; 底 * べき乗 ( 底 ; べき指数 -1 ) )

再帰の回数
なんらかの理由により再帰処理が終わらない場合、 FileMaker Pro では 50,000 回まで処理を繰り返
し、 それ以降は処理を終了して 「?」 を返します。 50,000 回よりも少ない回数で処理を打ち切りたいときには、
SetRecursion 関数 （9.4.11） を使います。
例えば、 べき乗の計算を最大 20 回に制限したい場合は、 以下のように計算式を記述します。

SetRecursion (

 If ( べき指数 = 0 ; 1 ; 底 * べき乗 ( 底 ; べき指数 -1 ) ) ;
 20 )

再帰関数は、 少し間違うと無限ループに陥ってクライアントが反応しなくなってしまいます。 再帰関数の作成後は、
必ずデータビューアで結果を確認することをお勧めします。

演習 9-17  再帰のカスタム関数

フォルダ：演習9_16から17 使用ファイル： 9_カスタム関数.fmp12

本演習では、 再帰呼び出しを使ったカスタム関数を作成し、 データビューア （10.2.3） で動作を確認します。
作成するカスタム関数は、 次の 2 つです。

（1） 指定された 「テキスト」 の後ろに指定された 「ドット数」 の数の " ・ " を表示する
（2） 指定された 「文字列」 の左から、 文字を 「数字」 の数だけ取り出して表示する

1  演習ファイルを開いて、 [カスタム関数の管理] ダイアログを開きます。

2  指定された 「テキスト」 の後ろに 「ドット数」 の数の " ・ " を表示するカスタム関数を作成します。
a. [カスタム関数の管理] ダイアログで [新規] をクリックして、 [カスタム関数を編集] ダイアログを
表示します。

b. [カスタム関数を編集] ダイアログで以下の内容を入力します。 （図 9.5-7）
 • [関数名] ： 「CF再帰ドット」
 • [関数の引数] ： 「テキスト」 「ドット数」 （この順番で登録します）
 • 計算式：
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Case (

 ドット数 > 0 ;
 CF再帰ドット ( テキスト & "・" ; ドット数 - 1 ) ;
 テキスト ) 

c. [OK] をクリックして [カスタム関数の編集] ダイアログを閉じます。

図9.5-7 再帰カスタム関数 「CF 再帰ドット」 の定義

3  続けて、 指定された 「文字列」 の左から、 文字を 1 つ、 2 つ、 … 「数字」 の数だけ取り出して表示す
るカスタム関数を作成します。
a. [カスタム関数の管理] ダイアログで [新規] をクリックして、 [カスタム関数を編集] ダイアログを
表示します。

b. [カスタム関数を編集] ダイアログで以下の内容を入力します。 （図 9.5-8）
 • [関数名] ： 「CF再帰左から文字」
 • [関数の引数] ： 「文字列」 「数字」 （この順番で登録します）
 • 計算式：

If (

 数字 > 0 ; 
 CF再帰左から文字 ( 文字列 ; 数字 - 1 ) & Left ( 文字列 ; 
数字 ) & ¶
)

c. [OK] を何度かクリックして [カスタム関数の管理] ダイアログを閉じます。
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図9.5-8 再帰カスタム関数 「CF 再帰左から文字」 の定義

4  作成した 2 つのカスタム関数の結果を、 データビューアで確認します。
a. [ツール] メニューの [データビューア] を選択して、 データビューアを表示します。
b. データビューアの [監視] タブの右下の 「＋」 をクリックして、[式の編集] ダイアログを表示します。
c. [式の編集] ダイアログの [式: ] に以下の計算式を入力し、 結果を確認します。 （図 9.5-9）

 • 計算式： CF再帰ドット ( "てん" ; 5 )

図9.5-9 再帰カスタム関数 「CF 再帰ドット」 の動作確認
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d. [式の編集] ダイアログの [式: ] に以下の計算式を入力し、 結果を確認します。 （図 9.5-10）
 • 計算式： CF再帰左から文字 ( "クリスマス" ; 4 )

図9.5-10 再帰カスタム関数 「CF 再帰左から文字」 の動作確認

演習終わり

9.5.3  カスタム関数のインポート
カスタム関数は、 カスタム App ファイルごとに定義します。 他のファイルのものを直接利用することはできない
ので、 他のファイルのカスタム関数を利用したいときは他のファイルからコピー & ペースト、 あるいはインポートし
ます。
カスタム関数をインポートするには、 [カスタム関数の管理] ダイアログで [インポート] ボタンをクリックし、 イン
ポートするカスタム関数が含まれる FileMaker Pro ファイルを開いて、 インポートするカスタム関数を選択します。
（図 9.5-11）
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図9.5-11 カスタム関数のインポート

なお、 カスタム関数用の FileMaker Pro ファイルを 1 つ作成して、 カスタム関数をまとめて保管しておくと便
利です。 必要になったら保管用のファイルからインポートするだけで良く、 「あのカスタム関数を作ったのはどのカス
タム App でだったっけ......」 と探さなくてもよくなります。
カスタム関数は、 他の開発者がこれまでに作成したカスタム関数を公開している Web サイトからダウンロードし
て利用することもできます。 例えば、 次のようなものがありますので、 どんなカスタム関数があるか覗いてみてくだ
さい。

 • Brian Dunning's FileMaker Custom Functions 
https://www.briandunning.com/filemaker-custom-functions/recentlist.php

 • 「FileMaker 関数 ・ スクリプトガイド」 
https://content.claris.com/fmb19_reg-ja
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第10章 スクリプトと自動化

カスタム App の機能の実現には、 ほとんどの場合、 スクリプトが欠かせません。 スクリプトは一連の作業を自
動化してユーザをサポートします。
スクリプトを使用すると、 カスタム App で次のようなことが可能となります。

 • 簡単な作業から複雑な作業まで、 様々な作業を自動化
 • 誰がやっても、 間違いなく、 同じ作業を実行
 • 一部の作業をサーバー （FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud） で実行することによって、
パフォーマンスを向上
 • スケジュールに従って自動的に実行
 • 共通する作業を再利用することによってカスタム App 開発を効率化

本章では、 スクリプトを使ったカスタム App の機能の実装方法を確認します。 11.1 ～ 11.5 節ではスクリプトの
設計と実装にあたって知っておくべきことを再確認し、 11.6 ～ 11.9 節ではスクリプトの具体的な利用法を、 演習を
通して確認します。

10.1 スクリプトの設計と実装
スクリプトは、 カスタム App の 「機能」 を実現するための重要なツールです。
カスタム App の 「機能」 は、 ひとつの流れを持った作業を自動化するものです。 そして、 スクリプトは 
FileMaker Pro に 「何をさせるか」 を記述したものです。
スクリプトも計算式と同じく、 合意した要件 （2.2） やそれに基づいて設計した仕様に従って作成します。

10.1.1  スクリプトの基本
FileMaker Pro には、保存しているデータやレイアウトを操作するための 「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」 「検索実行」 「レイアウト切り替え」 「エクスポート」 などがそれです。
一方で、 カスタム App に必要なさまざまな機能を実現しようとすると、 標準の機能だけでは対応できない場合
があります。 例えば、 ボタンをクリックすると、 ある決まった検索条件で検索を実行し、 あるレイアウトへ切り替える、
といった機能です。 多くの場合、 標準の機能だけではなく、 それぞれのカスタム App ごとに 「独自の機能」 を作
成する必要があります。
カスタム App 独自の機能は、 標準の機能を組み合わせて順番に実行することで実現可能なことがほとんどです。
それをユーザが毎回手作業で実行するのではなく、 「一部あるいはすべてを自動的に実行できるようにすること」 が
「自動化」 で、 その組み合わせと順序を記述するのが 「スクリプト」 です。
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FileMaker Pro のスクリプトには次のような特徴があります。 このため、 特別なプログラミング言語を習得して
いなくてもすぐに作成できます。

 • 標準で用意されている機能 （コマンド） を選択して組み合わせるだけで簡単に処理を作成できる
 • コマンドに必要な条件をコマンド選択時にオプション設定できるのでわかりやすい
 • コマンドが日本語なので内容が直感的に理解できる

スクリプトステップ
スクリプトステップとは、 FileMaker Pro の標準の機能を実行するコマンドで、 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ものです。
スクリプトステップの名前は FileMaker Pro のメニューの表示名とほぼ同じで、 日本語でわかりやすい単純なも
のになっています。 例えば、 [レイアウト切り替え] や [印刷] などです。
機能を実行する対象を指定したり機能の動作を細かく制御したりするには、 各スクリプトステップのオプションを
使います。 指定できるオプションはスクリプトステップごとに異なり、 あらかじめ選択肢が決まっているものや開発
者が選択して指定できるものがあります。
スクリプトステップには、 FileMaker Pro のメニューにはない、 自動化において重要なコマンドも用意されていま
す。 それは、 条件分岐やループ （反復） を実現する 「制御コマンド」 です。 ある条件に合致した / しない場合の
処理や反復する処理は、 作業の自動化にとても有用です。 詳しくは、 10.5.3 節を参照してください。

スクリプトの実行
スクリプトを動作させることを 「実行」 するといいます。
スクリプトを実行するためには、 スクリプトを何かに割り当て、 そこで発生するイベントを 「きっかけ」 に実行さ
れるようにします。 スクリプトを割り当てる対象とスクリプトが実行されるきっかけには次のようなものがあります。

 • ボタンのクリック
 • スクリプトトリガ （10.4） による実行
 • メニューコマンド （スクリプトメニュー、 カスタムメニュー） の選択
 • 他のスクリプトからの呼び出し

スクリプト実行の流れ
スクリプトを実行すると、 次のような処理の流れが起こります。

（1） 命令する
「命令」 はスクリプトの重要な部分です。 スクリプトステップを使って、 例えば新規レコードの作成、 レコード
の検索、 レコードのソート、 などの実行を命令します。
「命令を出すべきかどうか」 を判断するには条件分岐 （10.5.2） を使います。 スクリプトでは大きく分けて
次のような条件分岐があります。
 • データによる分岐
 • ユーザとの対話による分岐
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（2） 処理する
スクリプトは、FileMaker Pro （クライアント） あるいは FileMaker Server / FileMaker Cloud （サーバー）
で実行します。 クライアントあるいはサーバーのどちらで実行するかは、 開発者が指定することができます。

（3） 結果を得る
命令が実行され、 処理が完了すると、 その結果として検索結果が表示されたり、 レイアウトが切り替えられ
たり、 印刷されたりします。 エラーが発生して想定した結果が得られないこともあります。

10.1.2  スクリプトの設計
FileMaker Pro のスクリプトは、 単純なものであれば、 頭の中で設計しつつスクリプトステップを並べただけで
完成してしまいます。 エラーが起きたり、 想定していない結果になったりすることはほとんどありません。
しかし、 少し複雑な機能を作成する場合は、 その流れや処理の詳細を先に設計したほうが効率良く作成できます。
また、 設計することによって全体像が明らかになり、 実装漏れなどを減らして品質を上げることができます。
スクリプトを設計するときにはまず、要件定義 （2.2） に従って何を実現するのか （仕様） を考えます。 これは、「機

能要件」 や 「機能設計」 と呼ばれます。
前節 （10.1.1） ではスクリプト実行の流れを、 (1) 命令する、 (2) 処理する、 (3) 結果を得る、 の 3 つのステップ
に分けましたが、 これを 5W1H に沿って整理して考えると、 次の要素が必要なことがわかります。

(1) いつ  実行のタイミング
(2) どこで どのレイアウト （TO） か
(3) 誰が  どのユーザか
(4) なにを どのレコードが対象か
(5) なぜ  目的
(6) どのように 実行する内容 （命令と、 命令のオプション）

この中の 「(6) どのように」 がスクリプトで実現する処理です。
さらに具体的には、 例えば次のような要素を考える必要があります。

 • コンテキスト （TO とレイアウト）
 • ユーザの操作
 • 処理内容
 • 帳票などの出力の形式
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フローチャートの利用
スクリプトの処理内容を検討するときには、 業
務フロー図と同じように、 スクリプトの処理フロー
図 （フローチャート） を作成すると、 スクリプトの
構造を整理しやすくなります。 （図 10.1-1）
手書きでも図を描くためのアプリケーションでも、
何を使っても構いません。 どのような順番で何を
するのか、 どのように処理の分岐や反復をするの
か、 どのような条件を設定するかなどを考えます。

図10.1-1 フローチャートの例 （検索）

処理にはパターンがある
ある機能を実現するスクリプトステップの組み合わせや順番はいくつもあります。 使用するスクリプトステップや実
行順序によっては、 他のやり方と比べて処理効率が良くなったり悪くなったり、 また、 分かりやすくなったり分かり
にくくなったりもします。
スクリプトの設計や作成は、 ある程度の経験値が蓄積されていたほうがスムーズに進みます。 スクリプトステップ
の使い方や全体の流れの設計を何度も行い、 その結果を確認していくことで、 適切なスクリプトステップの組み合
わせがわかるようになるからです。
スクリプトを数多く作成すると、 よく使う処理の流れでは、 スクリプトステップの組み合わせが同じようなパターン
になることに気がつくかもしれません。 その処理パターンをうまく使用しすると、 「汎用性の高い」 スクリプトを作
成できるようになります。
自分でいろいろ試してみたり、 ときどきプロが作成したスクリプトを見たりして、 自分なりの処理パターンを見つ
けることを心がけてください。 初めは、 これから作るスクリプトについてのみ考えるだけで構いません。 そのうちパ
ターンがあることに気付くと、 すべてのスクリプトを俯瞰して眺めることができるようになり、 スクリプトを効率良く
使用することを考えられるようになります。

エラー処理の設計
スクリプトでは実行時のエラーへの対応も重要なポイントです。 エラーとは、 スクリプトが実行中に止まって継続
できなくなったり、 全部実行した後に想定外の結果になったり、 といった事態です。
実行中に起こったエラーを処理することを、 エラー処理といいます。 エラーになる前にエラーにならないように対
応することを、 エラー回避ということもあります。
FileMaker Pro のスクリプトが実行中にエラーとなる原因は、 大きく分けて次の 2 つです。
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 • 命令を処理するために必要なデータが揃っていない
 • ユーザが想定外の操作をする

スクリプトを設計する段階では、 どのようなデータに対してどのような結果となるべきなのか、 要件定義を確認し
ながら、 例えば次のようなパターンごとに対応を検討します。

 • 命令を処理するために必要なデータが揃っている / 揃っていない
 • ユーザがスクリプトの実行をキャンセルできる / できない （10.6）
 • スクリプトが返すエラーをエラーとする / しない （検索結果が 0 件の場合など）

なお、 演習 10-13 （10.6.3） では、 ユーザが想定外の操作をしたときに FileMaker Pro のデフォルトのエラー
メッセージを表示しないでエラー処理をする方法を確認します。

10.1.3  スクリプトの作成
FileMaker Pro においてスクリプトは [スクリプトワークスペース] を使って作成します。 ボタンなどスクリプトを
割り当てるオブジェクトが既に決まっている場合は、 [スクリプトを編集] ダイアログで特定のスクリプトを新規作成し
たり編集したりすることもできます。
[スクリプトワークスペース] を使ったスクリプトの作成については、 10.2 節を参照してください。

10.1.4  スクリプトのテスト
しっかり設計してから作成を開始したとしても、 スクリプトの作成は試行錯誤、 つまり、 作成してテストすること
の繰り返しになります。 テストはとても重要なので、 充分に時間をとるようにします。

複数の結果をすべてテストする
要件定義や機能設計によって複数の結果が想定されている場合は、 基本的にすべての結果をテストします。
ただし、 ほとんどあり得ないエラーや結果などのレアケースも含めてすべてのケースを網羅する必要があるかど
うかについては、 慎重に考える必要があります。 限られた時間の中で押さえるべきポイントを確実にテストすること
が肝要です。
テストケースの作成方法についてはインターネット上にさまざまな記事や文献がありますので、 そちらも参考にし
てください。

テストデータの準備
スクリプトをテストする際に何が結果となるかをわかっていないと、 構文エラーを解決することしかできません。
上述の 「複数の結果をすべてテストする」 ためには、 「実行したら、 この結果になる」 というテストデータを準備し
ておくことが必要です。
もっとも、 前述のレアケースについてはデータを準備すること自体ができないかもしれません。 そうだとすると、
そのレアケースはスクリプトとしての実装対象範囲外でも良い、 という判断ができるかもしれません。
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他の人にテストや確認をお願いする 
自分以外の開発者にスクリプトの内容のレビューやテストの時間を取ってもらえるとベストです。 自分では気付か
ない視点からの助言や指摘をもらえるからです。
レビュー時には、 スクリプトの説明資料として処理フローを合わせて提示し、 次の点を説明するとスクリプト内容
の理解やテストの作成に役立ちます。

 • 何が作りたかったか
 • 結果としてなにができたか

また、 スクリプトの作成に慣れてきたら、 自分以外の開発者がスクリプトをメンテナンスできるようにコメントを残
すことも考えていきましょう。
設計、 テスト、 できあがったスクリプト全体を眺めるという作業はとても重要です。 余裕をもって取り組めるように、
可能な限り充分な作業期間をとることをお勧めします。

10.1.5  スクリプトとデバッグ
スクリプト作成時に [スクリプトワークスペース] で構文的にエラーにならなくても、 テストなどで実際に処理を実
行すると、 エラーになったり想定していたものと異なる動作をしたりすることはよくあります。 例えば、 次のような
ことが起こります。

 • 想定していた値が設定されない
 • 想定していた検索結果が返らない
 • 想定していないレイアウトに切り替わってしまう
 • 想定していないレイアウトに切り替わらなかった結果、 処理がエラーになる

このような場合には、 スクリプトデバッガ （10.2.2） とデータビューア （10.2.3） を利用することで、 不具合の
原因を発見し、 修正することができます。 また、 スクリプトデバッガとデータビューアを使いこなすことによって、 ス
クリプト作成にいち早く習熟することができます。
なお、 スクリプトデバッガとデータビューアは、 [環境設定] ダイアログの [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。
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10.2 スクリプトの作成
10.2.1  [スクリプトワークスペース] を使う
FileMaker Pro では主に、 [スクリプトワークスペース] を使ってスクリプトを作成します。 [スクリプトを編集] ダ
イアログでも特定のスクリプトの新規作成や編集が可能ですが、 [スクリプトワークスペース] ではカスタム App ファ
イルに定義されているすべてのスクリプトを管理しつつ、 スクリプトの新規作成、 既存のスクリプトの編集、 複製、
動作確認を行うことができます。
[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。 また、 [スクリプトワークスペース] で作業している間は、 FileMaker Pro の [表示] 
メニューと [スクリプト] メニューがスクリプト専用の内容に変わります。
なお、 [スクリプトワークスペース] の具体的な使用方法については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎
編」 を参照してください。 ここでは、 「基礎編」 の内容をベースにしつつ、 ポイントをいくつか補足をします。

図10.2-1 [スクリプトワークスペース]

変更を元に戻す / やり直す
スクリプト編集パネルでは、 スクリプトを保存または実行した後でも変更を元に戻す / やり直すことができます。
しかし、 スクリプト名タブを閉じる、 [スクリプトワークスペース] を閉じるなどの操作をすると、 変更を元に戻すこと
ができなくなります。
なお、 スクリプトパネルでのスクリプト名の変更やスクリプトの削除は、 元に戻すことはできません。
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スクリプトの < ○○が見つかりません >
TO、 レイアウト、 フィールド、 スクリプトの削除は、 慎重に行う
必要があります。 これらをスクリプト （スクリプトの削除の場合は別
のスクリプト） で使用している場合は、 確認メッセージ （図 10.2-
2） が表示されます。
なお、 他のカスタム App ファイルからスクリプトをコピーしたと
きや、 TO、 レイアウト、 フィールド、 スクリプトなどが削除されたと
きなど、 スクリプトでこれらが見つけられない状態になると、 スク
リプト内に < ○○ が見つかりません > と表示されます。 これは、
ショートカットメニューの [問題をチェック] で強調表示することがで
きます。 （図 10.2-4）

図10.2-2 フィールド削除時の警告メッセージ

ショートカットメニューの利用
スクリプト編集パネルのタブタイトルを右クリックすると、ショートカッ
トメニューが表示されます。 （図 10.2-3）
ショートカットメニューは次のように利用することができます。

 • タブを新規ウインドウに移動
そのスクリプトを編集するための専用の新しいウインドウが開きます。

 • スクリプトパネルで選択
編集中のスクリプトをスクリプトパネルで選択します。 スクリプトパ
ネル上で隠れているとスクロールして表示します。

 • スクリプトの名前変更
スクリプト名を編集できるようになります。 タブタイトルをダブルクリックしても編集できます。

 • 問題をチェック
スクリプトの内容に構文的な問題がないかをチェックします。 あくまでも構文上のチェックで、 実行後に自動的
に修正されるというわけではありません。 問題がある行は、 色が付いて強調表示されます。 （図 10.2-4）

 • タブを閉じる
タブパネルを閉じます。 あるいは、 タブの上にマウスポインタを置くとタブの左端に [X] ボタンが表示される
ので、 これをクリックしても閉じることができます

図10.2-3 タブパネルのショートカットメニュー

図10.2-4 ショートカットメニュー [問題をチェック] の実行結果の例
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スクリプト作成に便利なキーボードショートカット
表 10.2-1 に、 スクリプト編集パネルでの基本的な操作と、 覚えていると便利な [スクリプトワークスペース] で
のキーボードショートカットをまとめました。 この他のショートカットについては、 FileMaker Pro ヘルプを参照して
ください。

表10.2-1 [スクリプトワークスペース] のキーボードショートカット

目的 Windows macOS

スクリプトに 1 行追加する Enter return

現在の行の上に空白行を挿入 Shift+Enter shift-return

オートコンプリートの候補から選択 ↑↓ ↑↓

オートコンプリートの候補を決定 Enter return

オートコンプリートの候補から選択し 
最初の引数の選択候補を選択

Tab tab

オートコンプリートをキャンセル Esc esc

選択したスクリプトまたは 
スクリプトステップ行を削除

Delete または Backspace delete または backspace

選択したスクリプトステップを無効にする Ctrl+/ command-/

空の行にコメントを追加 # #

すべてのタブを閉じる Ctrl+Alt+W command-option-W

現在のスクリプトの 
スクリプトオプションを選択する

Enter または スペースバー return または スペースバー

スクリプトステップのオプションを表示 + +

※ [環境設定] ダイアログの [一般] タブで [高度なツールを使用する] が選択されていないと使用できないものがあります。

10.2.2  スクリプトデバッガの利用
スクリプトデバッガは、 ユーザがスクリプトの実行を一時停止したり、 スクリプトを 1 行ずつ実行させたりするこ
とができるツールです。 スクリプトの途中で変数 （10.5.1） の値をデータビューア （10.2.3） で確認したり、 条件
分岐の先 （スクリプトの実行の流れ） を確認したりすることができるので、 エラーになった原因箇所を特定すること
が容易になります。
なお、 ボタンやカスタムメニュー （14.2） で使われることがある単一ステップのデバッグも、 スクリプトデバッガ
を使ってデバッグできます。
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図10.2-5 スクリプトデバッガ

スクリプトデバッガの起動
スクリプトデバッガは、 次のいずれかの方法で起動できます。
1. スクリプトを選択してメニューから起動する
[スクリプトワークスペース] でスクリプトを選択して [スクリプト] メニューから [スクリプトのデバッグ] を選択
します。 選択しているスクリプトが実行されて、 デバッグできます。

2. スクリプトを選択せずにメニューから起動する
[ツール] メニューの [スクリプトデバッグ] を選択します。 スクリプトを指定してなくても表示されます。 なに
かスクリプトを実行するとデバッグできます。

3. スクリプトを選択して虫アイコンをクリックする
[スクリプトワークスペース] でスクリプトを選択して、 スクリプトパネルの上にある虫アイコンのボタンをクリッ
クします。 選択しているスクリプトが実行されて、 デバッグできます。

スクリプトデバッガの使い方
デバッグ対象のスクリプトの 1 行目からスクリプトの実行を開始します。現在のデバッグ位置 （次に実行するステッ
プ） は、 スクリプトの行番号上に緑色の矢印で示されます。
スクリプトは、 スクリプトデバッガ上のコントロール （ボタン） を適宜使って実行 / 一時停止することができます。
ブレークポイント （後述） を設定することにより、スクリプトの実行中に任意のステップで一時停止することもできます。
各コントロールの名称は図 10.2-5 を参照してください。
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 • スクリプトの実行／一時停止
スクリプトが終了するまで、 またはブレークポイントが現れるまで、 すべてのスクリプトステップを実行する動作と、
一時停止を切り替えます。

 • 全スクリプト終了
スクリプトの実行を停止します。

 • ステップオーバー
スクリプトを 1 ステップごとに実行します。
実行対象のスクリプトステップが [スクリプト実行] の場合、 サブスクリプトを実行して呼び出し元のスクリプトの
次のステップへ進みます。

 • ステップイン
スクリプトを 1 ステップごとに実行します。
実行対象のスクリプトステップが [スクリプト実行] の場合、 サブスクリプトの 1 ステップ目へ進みます。

 • ステップアウト
実行中の現在のスクリプトのすべてのスクリプトステップを実行します。
現在のスクリプトがサブスクリプトの場合、 呼び出し元のスクリプトの [スクリプトの実行] スクリプトステップの
次のステップへ進みます。

 • 次のステップを設定
現在選択されている （あるいは選択した） ステップを、 現在のデバッグ位置 （次に実行するステップ） に設定
します。
設定後、 スクリプトの行番号上に緑色の矢印が表示されます。

 • スクリプトトリガを有効／無効にする
デバッグ時に、 ファイル内のすべてのスクリプトトリガの有効 / 無効を切り替えます。
無効にするには [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） を持ったアカウントでのサインインが必要です。 無
効にした後、 スクリプトデバッガを閉じると有効に戻ります。

 • スクリプトの認証／認証解除
スクリプトデバッガを起動した現在のアカウントがスクリプトを編集することができない権限である場合、 スクリ
プトデバッガまたはデータビューアのロックを解除するために使用します。
ロックの解除には [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） を持ったアカウントでのサインインが必要です。
編集権限は、 スクリプトデバッガおよびデータビューアの両方を閉じるまで持続します。
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ブレークポイント
スクリプトデバッガでデバッグ中に、 任意のステップで一時停止するために使用します。 ブレークポイントはスクリ
プトに保存されますが、 スクリプトデバッガ以外でのスクリプト実行ではブレークポイントは無視されます。

図10.2-6 スクリプトデバッガのブレークポイント

ブレークポイントは、 スクリプトの行番号をクリックすると挿入されます （図 10.2-6 の青い矢印）。

10.2.3  データビューアによる値の確認
データビューアを使用して、 フィールド値、 ローカル変数やグローバル変数 （10.5.1）、 あるいは計算式を監視す
ることができます。
また、 スクリプトを実行する間、 またはスクリプトデバッガでスクリプトをテストする間も、 計算式を監視すること
ができます。 データベースファイルのフィールド値および変数を監視することもできます。
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図10.2-7 データビューア

データビューアは、 第 9 章でも作成した計算式やカスタム関数の動作を確認するために利用しています。

データビューアの起動
データビューアは、 次のいずれかの方法で起動できます。
1. メニューから開く
[ツール] メニューの [データビューア] を選択します。

2. スクリプトデバッガから開く
スクリプトデバッガの [データビューアを開く] ボタンをクリックします。

データビューアには、 [現在] と [監視] の 2 つのタブがあります。

[現在] タブ
データビューアの [現在] タブでは次の値を確認できます。

 • 現在実行中のスクリプトが使用するフィールド
 • 現在実行中のスクリプトが使用するローカル変数
 • グローバル変数 （10.5.1）

スクリプトデバッガでスクリプトを実行しているときは、 そのスクリプトに記述されているフィールド名とその値、 お
よびスクリプト内の変数名とその値を確認することができます。

[監視] タブ
[監視] タブでは計算式を監視します。 スクリプトデバッガとともに使用すると、 [監視] タブでは一時停止したスク
リプトから計算式の値を表示し、 スクリプト実行時にデータがどのように変化するのかを確認することができます。
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10.2.4  スクリプト作成時の注意点
スクリプトを作成していく上で、 いくつか注意点があります。 ここで改めて確認してみましょう。

手作業でやっていることをすべてスクリプトに反映する
スクリプトで実行できる作業はすべて、 ユーザが手作業で実行できる作業です。 スクリプトによって作業を自動化
することはつまり、 「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。
ユーザが普段何気なく行っていることも含めて、 すべてスクリプトに反映することが重要です。

コンテキスト （TO） を常に意識する
ユーザが手作業をする場合は、 処理対象のレコードが表示された適切なレイアウト、 すなわち正しいコンテキス
トで処理が実行されます。
しかし、 スクリプトで自動実行する場合には、 スクリプトを実行するタイミングとそのスクリプトが実行されるコン

テキスト （TO） とを常に意識する必要があります。
スクリプトは、 例えば次のタイミングで実行することができます。

 • 任意のタイミング （ボタンクリックやメニュー）
 • 「ユーザが入力を開始したとき」 などのイベントに連動 （スクリプトトリガ）
 • 決まった時間に実行 （サーバーでのスケジュール実行）

上記のタイミングで実行されるスクリプトが想定した結果を返すためには、 適切なコンテキスト （TO） をスクリ
プト内で指定する必要があります。
スクリプトが実行されたとき、 「今どのコンテキストにいるのか」 は、 次のすべてが関係します。

 • 現在のウインドウ
 • 現在のウインドウに表示されているレイアウト
 • 現在のウインドウのレイアウトの、 現在の対象レコード
 • 現在のウインドウのレイアウトの対象レコードの、 現在のレコード
 • 現在のウインドウのレイアウトの対象レコードの現在のレコードの、 アクティブなフィールド

上記の情報を取得するために、 FileMaker Pro ではさまざまな取得関数 （9.4.14） が用意されています。 例
えば、 以下のような関数です。

 • Get ( ウインドウ名 )
 • Get ( レイアウト名 ), Get ( レイアウト番号 ), Get ( レイアウトテーブル名 )
 • Get ( 対象レコード数 )
 • Get ( レコード番号 ), Get ( アクティブレコード番号 ), Get ( アクティブポータル行番号 )
 • Get ( アクティブレイアウトオブジェクト名 ), Get ( アクティブフィールド名 )
 • GetFieldName ( フィールド )

この他用意されている関数については FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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クリップボードは当てにしない
ユーザが手作業をする場合は、 クリップボードを使ってデータをコピー & ペーストすることがよくあります。
しかし、 スクリプトでフィールドにデータを入力する際に次のスクリプトステップを使用することは、 注意が必要です。

 • [コピー] スクリプトステップ
 • [切り取り] スクリプトステップ
 • [貼り付け] スクリプトステップ

これらのスクリプトステップは、 カスタム App が動作している OS のクリップボードを利用します。
クリップボードは OS が一時的にデータを保存するための領域で、 FileMaker Pro だけが利用するものではあり
ません。 例えば、 他のアプリケーションでデータをクリップボードに 「コピー」 や 「切り取り」 をした直後にカスタ
ム App のスクリプト内で [貼り付け] スクリプトステップが実行されたらどうでしょう。 ユーザが手作業をしていると
きは、 ユーザが知らないうちにクリップボードの内容が置き換わることはほぼないと考えられますが、 スクリプトで
クリップボードを使用すると想定とは違うデータが入力される可能性は否定できません。
スクリプト内でコピー、 切り取り、 貼り付けをするには、 次のスクリプトステップを使用することができます。 これ
らのスクリプトステップはクリップボードを使わないので、 他のアプリケーションの操作に左右されず、 安全に処理
を実行することができます。

 • [変数を設定] 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
 • [フィールドを名前で設定] スクリプトステップ

なお、 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 （4.4）） は、 TO やコンテキストは関係あり
ません。 変数と同様に、 データの一時保存先としてスクリプトでも便利に使うことができます。
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10.3 スクリプト実行の制御
10.3.1  スクリプト引数の利用
スクリプトを起動する際に、スクリプト外部からスクリプトにスクリプト引数 （あるいは単に 「引数」 とも言います）
を使って情報を渡すことができます。
スクリプトの内部では、 スクリプト引数で渡された情報を使って計算したり処理を分岐したりすることができます。
また、 スクリプト引数を使うことで同じ処理を異なる対象に対して実行することができるため、 処理を再利用するこ
とが可能となります。
スクリプト引数は、 実行するスクリプト名と共に次の場所でオプションとして指定します。

 • ボタン
 • スクリプトトリガ
 • 別のスクリプト
 • Web ビューアの JavaScript

スクリプトに渡されたスクリプト引数は、 渡されたスクリプト内で、 Get ( スクリプト引数 ) 関数 （9.4.14） を使
用して取得することができます。
スクリプト引数はスクリプトの実行中にのみ存在し、 スクリプトが実行されるたびに最初にリセットされます。

[スクリプト指定] ダイアログ
ボタンやスクリプトトリガでスクリプトを指定すると
き、 [スクリプト指定] ダイアログでスクリプト引数を指
定することができます。 （図 10.3-1）
[スクリプト指定] ダイアログでスクリプト引数を指
定するとき、 [編集...] をクリックせずに [オプションの
スクリプト引数]: に直接文字列を入力すると 「"」 が
自動で設定されます。

図10.3-1 [スクリプト指定] ダイアログでスクリプト引数を指定
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スクリプト引数で複数の値を渡す
FileMaker Pro では、 スクリプト引数は 1 つのテキストの形態で取り扱われます。 しかし、 カスタム App の
機能を作成していると、 スクリプトに 2 つ以上の値を渡したいことが多々あります。
このような場合には、 次のいずれかの方法で複数の値をスクリプト引数として渡します。

（1） 複数の値を改行で区切った改行区切りのテキストにする
個々の値を取り出すには、 テキスト関数 （GetValue 関数, LeftValue 関数など） を利用します。

（2） JSON 形式 （9.4.7） のテキストにする
個々の値を取り出すには、 JSON 関数 （JSONGetElement 関数など） を利用します。

(1) は、 例えば 「"猫"¶"オス"¶"4.5"」 といったテキストです。 この文字列は、 次の計算式で作成できます。
"猫" & ¶ & オス & ¶ & "4.5"

このような改行区切りのテキストから個々の値を取り出すには、GetValue 関数 （9.4.2） を使用します。 例えば、
上記の改行区切りテキストをスクリプト引数として受け取った場合には、 次のように動作します。

GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 1 ) →　「猫」 を返します。
GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 2 ) →　「オス」 を返します。
GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 3 ) →　「4.5」 を返します。

上記の例のように、 改行区切りのテキストをスクリプト引数で受け取った場合は、 先頭から何番目に何の値が入っ
ているかを意識して取り出す必要があります。
一方、 (2) の JSON 形式のテキストは、 例えば次のようなものです。

{ "動物" : "猫", "性別" : "オス", "名前" : "ミケ", "体重" : "4.5 }

このような JSON 形式のテキストは JSONSetElement 関数 （9.4.7） を使って作成できます。
また、 JSON 形式のテキストから個々の値を取り出すには、 JSONGetElement 関数 （9.4.7） を使用します。
例えば、 上記の JSON 形式のテキストをスクリプト引数として受け取った場合は、 次のように動作します。

JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "動物" ) →　「猫」 を返します。
JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "性別" ) →　「オス」 を返します。
JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "名前" ) →　「ミケ」 を返します。
JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "体重" ) →　「4.5」 を返します。

上記の例のように、JSON 形式のテキストをスクリプト引数で受け取った場合は、 取り出したい値に対応するキー
（"動物"、 "性別"など） を知っている必要があります。
しかし、 JSON 形式のテキストの場合は、 改行区切りのテキストの場合とは異なり、 テキスト中の値の順番は意
識する必要はありません。 また、 必要に応じて随時値を追加したり削除したりすることができます （例えば、 上記 
JSON テキストでは名前情報 （「"名前" : "ミケ"」） が追加されています）。



第10章　スクリプトと自動化
　スクリプト実行の制御　

368

10.3.2  スクリプトによる 「切り替え」 と 「移動」
ユーザがホーム画面でボタンをクリックしてレイアウトを 「切り替える」 ことは、 ユーザにとっては 「作業を開始
する」 ための何気ない操作です。 しかし、 この操作は FileMaker Pro にとって、 「コンテキスト （TO） を切り替
える」 という意味を持ちます。
また、 ユーザが入力するためにフィールドをクリックすることは、 「レイアウトオブジェクトへ移動する」 ということ
になります。
スクリプトではこのような操作を逐一、 スクリプトステップで記述していく必要があります。
次のスクリプトステップは、 対象の 「切り替え」 や 「移動」 を実行するためのスクリプトステップです。

 • [レイアウト切り替え] スクリプトステップ
 • [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステップ
 • [関連レコードへ移動] スクリプトステップ
 • [ポータル内の行へ移動] スクリプトステップ
 • [オブジェクトへ移動] スクリプトステップ
 • [フィールドを選択] スクリプトステップ

ウインドウが複数開いている場合も、 「どのウインドウ （コンテキスト） で作業するか」 を選択する必要があります。
そのために次のスクリプトステップが用意されています。

 • [ウインドウを選択] スクリプトステップ

これらの切り替え先／移動先／選択先は、 スクリプトステップのオプションで指定します。 オプションでは、 次の
指定方法が用意されています。

 • レイアウト、 フィールド、 レイアウトオブジェクト、 ウインドウの名前を直接あるいは計算式で指定
 • [最初の]、 [最後の]、 [前の]、 [次の] などの順序の名前あるいは計算式で順序を指定

スクリプトで切り替えや移動が重要なのは、 スクリプトステップの中には 「どの TO をコンテキストとするか」 を
指定するオプションがないものがあるからです。 例えば、 次のスクリプトステップは、 その実行の前に適切なレイア
ウトに切り替えられていないと目的の結果が得られません。

 • [新規レコード/検索条件] スクリプトステップ
 • [レコード/検索条件削除] スクリプトステップ

レイアウト、 ウインドウ、 レイアウトオブジェクトと、 コンテキスト （TO） が 「現在何であるか」 は、 常に意識す
ることが必要です。
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演習 10-1  スクリプト引数でレイアウトを切り替える

フォルダ：演習10_1 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 スクリプト引数 （10.3.1） を使ってレイアウトを切り替える方法を確認します。
演習ファイルには、 図 10.3-2 のような 「ホーム」 レイアウトが用意されています。 このレイアウトは、 7.2.2 節
で検討した画面遷移 （図 7.2-2） の 「ホーム」 画面を実現するものです。 カスタム App 「見積作成管理システム」
はこの画面から始まる想定です。
「ホーム」 レイアウトは、 現在はボタンが配置されているだけのシンプルなものです。 この演習では、 「見積管理」、
「顧客管理」、 および 「商品管理」 ボタンに、 それぞれ対応するレイアウトに切り替えるスクリプトとスクリプト引数
を設定します。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、[レイアウト切り替え] スクリプトステップ （10.3.2） を使っ
て特定のレイアウトに切り替える単一ステップを個々のボタンに割り当てる方法を確認していますが、 ここでは切り
替えるレイアウトの名前をスクリプト引数として渡します。 これによって、 1 つのスクリプトを複数のボタンで再利用
できるようになります。

図10.3-2 「見積作成管理システム」 の 「ホーム」 レイアウト

また、 本演習では [ウインドウの調整] スクリプトステップを使って、 ウインドウのサイズが切り替えた先の各レイ
アウトに適した大きさに自動変更されるようにします。
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1  演習ファイルを開いて、 「ホーム」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「見積管理」 ボタンにスクリプトを設定します。
a. 画面の中央にあるボタンバーの左端の 「見積管理」 セグメント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。
この時点で 「見積管理」 セグメントには、「ボタン仮割り当て」 スクリプトが割り当てられています。

b. スクリプト名の横のスクリプトアイコンをクリックして、 [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 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを選択します。
d. 歯車アイコンをクリックして [編集...] を選択し、 [スクリプトを編集] ダイアログを表示します。
e. （確認） 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトには、 あらかじめ冒頭部分にスクリプトの目的、
引数、 作成日 ・ 作成者、 更新日 ・ 更新者の情報が入力されています。 このようなコメントを残
すことで、 スクリプトをメンテナンスしやすくなることが期待できます。

図10.3-3 [スクリプトを編集] ダイアログ

3  「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを編集します。
a. 最終行を選択していくつか改行を入れて、 スクリプト開始部分をわかりやすくします。
b. 空白行で 「レイアウト」 あるいは 「rei」 と入力すると候補のスクリプトステップが表示されるので、
「レイアウト切り替え」 を選択して Enter あるいは return キーを押します。

c. そのままスペースバーを押すか、 「元のレイアウト」 をクリックして、 ポップアップメニューから [計
算によるレイアウト名...] を選択し、 [計算式の指定] ダイアログを表示します。

d. 切り替え先のレイアウト名をスクリプト引数から取得するために、 次の関数を入力します。
Get ( スクリプト引数 )
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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。
f. [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 「アニメーション」 は 「なし」 のままにし
ておきます。

g. [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。 （図 10.3-4）

図10.3-4 スクリプト引数でレイアウトを切り替えるスクリプト

4  「見積管理」 ボタンにスクリプト引数を指定します。
a. [スクリプト指定] ダイアログの [オブジェクトのスクリプト引数:] オプションに 「見積リスト」 と入
力します。 （図 10.3-5）
（「""」 を入力せずに直接 「見積リスト」 と入力すると、 後で 「""」 が追加されます。）

b. [OK] をクリックして [スクリプト指定] ダイアログを閉じます。

図10.3-5 スクリプト引数の指定
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5  同様に、 「顧客管理」 ボタンおよび 「商品管理」 ボタンにもスクリプトを設定します。
a. [ボタンバー設定] ダイアログ上の [>] ボタンを使って作業対象のセグメントを切り替えます。
b. 「顧客管理」 セグメントに 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを割り当て、 スクリプト引数
に 「顧客管理 | 一覧詳細」 を指定します。

c. 「商品管理」 セグメントに 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを割り当て、 スクリプト引数
に 「商品管理 | 一覧詳細」 を指定します。

6  レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。

7  設定したスクリプトの動作を確認します。
a. 「ホーム」 レイアウト上の 「見積管理」、 「顧客管理」、 「商品管理」 ボタンをクリックして、 それ
ぞれ設定したレイアウトに切り替わることを確認します。

b. 切り替わった先のレイアウトでは、 左上の家アイコンをクリックすると 「ホーム」 レイアウトに戻る
ことを確認します。
なお、 この家アイコンのボタンセグメントには、 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを割り
当て、 スクリプト引数に 「ホーム」 を指定しています。

c. レイアウトをいろいろと切り替えても、 ウインドウの大きさは変わらないことを確認します。

8  [ウインドウの調整] スクリプトステップを使って、 ウインドウ上にレイアウトオブジェクトがすべて収まるよう
にします。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて、 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを表示します。
b. スクリプトの最後に [ウインドウの調整] スクリプトステップを入力します。 オプションは [収まるよ
うにサイズ変更] を指定します。 （図 10.3-6）

図10.3-6 ウインドウの調整処理を入れたレイアウト切り替え用スクリプト

c. スクリプトを保存します。
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9  変更したスクリプトの動作を確認します。
a. 「ホーム」 レイアウトでウインドウを、 アイコンが見える程度に小さくします。
b. 「見積管理」 ボタンをクリックすると、 「見積リスト」 レイアウトに切り替わり、 ウインドウが横方
向に大きくなってすべてのフィールドが表示されるだけでなく、 縦方向にも大きくなることを確認
します。

c. 「見積リスト」 レイアウトで、「顧客管理」 ボタンをクリックします。 この 「顧客管理」 ボタンにも 「レ
イアウト切り替え_演習用」 スクリプトを割り当て、 スクリプト引数に 「顧客管理 | 一覧詳細」 を
指定しています。

d. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替わり、 ウインドウがこのレイアウト上のすべてのレイア
ウトオブジェクトが表示されるサイズに変更されることを確認します。

演習終わり

スクリプト引数に使用するレイアウト名の変更に注意

レイアウト名を変更しても、 対応するスクリプト引数は自動的に変更されません。 このため、 切り替え先のレイアウトが
見つからなくなり、 スクリプトエラーとなります。
レイアウト名やレイアウトオブジェクト名などを変更する場合は、 スクリプト内やスクリプト引数で使用していないか、 確
認が必要です。

演習 10-2  スクリプト引数で複数の値を渡す （改行区切り）

フォルダ：演習10_2 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 複数の値を持つ改行区切りの文字列をスクリプト引数 （10.3.1） として受け取る場合のスクリプ
トを確認します。
演習 10-1 では 「ホーム」 レイアウトからレイアウトを切り替える際に、 レイアウト切り替え用のボタンに割り当
てたスクリプトに切り替え先のレイアウト名を引数として渡しました。
ここでは、 「顧客管理」 レイアウトと 「商品管理」 レイアウトに切り替えるときに、 「見積情報」 のようなトランザ
クションデータではなくマスタデータに触るということをユーザに注意喚起するために、 警告音を鳴らすようにしま
す。 そのため、 スクリプト引数として、 レイアウト名に加えて警告音を鳴らすかどうかのフラグ値 （"警告音あり"、 "
警告音なし"） を渡します。
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図10.3-7 クリックすると警告音を鳴らすボタン

スクリプト引数のテキストは、 次のような形式になります （切り替えるレイアウトが 「見積リスト」 の場合）。

 • 警告音を鳴らす場合：  "見積リスト" & ¶ & "警告音あり"
 • 警告音を鳴らさない場合： "見積リスト" & ¶ & "警告音なし"

警告音を鳴らすには、 [警告音] スクリプトステップを使います。

1  「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトの複製を作ります。

a. 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。
b. 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトの複製を作成します。
スクリプトパネルで 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを選択し、右クリックしてショートカッ
トメニューから 「複製」 を選択します。

c. 「レイアウト切り替え_演習用 コピー」 という名前で新しいスクリプトができたことを確認し、 名
前を 「レイアウト切り替え （改行区切り） _演習用」 に変更します （ショートカットメニューで 「名
前変更」 を選択）。

2  「レイアウト切り替え （改行区切り） _演習用」 スクリプトを編集します。
a. [レイアウトの切り替え] スクリプトステップの前に次のステップを追加します。

If [ GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 2 ) = "警告音あり" ]
        警告音
End If
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b. [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のレイアウト名を次の式に変更します。
GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 1 )

c. スクリプト全体が図 10.3-8 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。

図10.3-8 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプト （改行区切り引数を利用）

3  「ホーム」 レイアウトのボタンに割り当てるスクリプトと引数を変更します。
a. 「ホーム」 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。
b. レイアウトの真ん中の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. 「見積管理」 セグメントを選択して、 [スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え （改行
区切り） _演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] に次のテキストを入力し
ます。 （図 10.3-9 左）

"見積リスト" & ¶ & "警告音なし"
d. 続いて 「顧客管理」 セグメントを選択して、 [スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え
（改行区切り） _演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] に次のテキストを入
力します。 （図 10.3-9 真ん中）

"顧客管理|一覧詳細" & ¶ & "警告音あり"
e. 「商品管理」 セグメントについても同様に、 [スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え
（改行区切り） _演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] に次のテキストを入
力します。 （図 10.3-9 右）

"商品管理|一覧詳細" & ¶ & "警告音あり"
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図10.3-9 改行区切りテキストによるスクリプト引数

f. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに切り替えます。

4  「ホーム」 画面で動作を確認します。

a. 「見積管理」 ボタンをクリックすると、 演習 10-1 と同様に無音で 「見積リスト」 レイアウトに切
り替わることを確認します。

b. 「顧客管理」 ボタンをクリックすると、 システムの警告音が鳴って 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイ
アウトに切り替わることを確認します。

c. 同様に 「商品管理」 ボタンをクリックすると、システムの警告音が鳴って 「商品管理 | 一覧詳細」
レイアウトに切り替わることを確認します。

演習終わり

演習 10-3  スクリプト引数で複数の値を渡す （JSON 形式）

フォルダ：演習10_2 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 複数の値を含む JSON 形式の文字列をスクリプト引数 （10.3.1） として受け取る場合のスクリ
プトを確認します。
演習 10-2 では、 レイアウトを切り替えるスクリプトに、 スクリプト引数として、 レイアウト名と警告音を鳴らすか
どうかのフラグ値を改行区切りのテキストで渡しました。
ここでは、 改行区切りテキストの代わりに JSON 形式のテキストをスクリプトに渡すようにします。
スクリプト引数のテキストは、 次のような形式になります （切り替えるレイアウトが 「見積リスト」 の場合）。

 • 警告音を鳴らす場合：  { "レイアウト名" : "見積リスト", "警告音" : "あり" }
 • 警告音を鳴らさない場合： { "レイアウト名" : "見積リスト", "警告音" : "なし" }

上記 JSON テキストは、 JSONSetElement 関数 （9.4.7) を使って次の計算式で指定することができます。
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 • 警告音を鳴らす場合：

JSONSetElement ( "{}" ;

        [ "レイアウト名" ; "見積リスト" ; JSONString ] ;
        [ "警告音" ; "あり" ; JSONString ]
)

 • 警告音を鳴らさない場合：

JSONSetElement ( "{}" ;

        [ "レイアウト名" ; "見積リスト" ; JSONString ] ;
        [ "警告音" ; "なし" ; JSONString ]
)

1  「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトの複製を作ります。

a. 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。
b. 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトの複製を作成します。
スクリプトパネルで 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプトを選択し、右クリックしてショートカッ
トメニューから 「複製」 を選択します。

c. 「レイアウト切り替え_演習用 コピー」 という名前で新しいスクリプトができたことを確認し、 名
前を 「レイアウト切り替え （JSON） _演習用」 に変更します （ショートカットメニューで 「名前
変更」 を選択）。

2  「レイアウト切り替え （JSON） _演習用」 スクリプトを編集します。
a. [レイアウトの切り替え] スクリプトステップの前に次のステップを追加します。

If [ JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "警告音" ) = "あり" ]
        警告音
End If

b. [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のレイアウト名を次の式に変更します。
JSONGetElement ( Get ( スクリプト引数 ) ; "レイアウト名" )

c. スクリプト全体が図 10.3-10 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。
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図10.3-10 「レイアウト切り替え_演習用」 スクリプト （JSON 形式の引数を利用）

3  「ホーム」 レイアウトのボタンに割り当てるスクリプトと引数を変更します。
a. 「ホーム」 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。
b. レイアウトの真ん中の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. 「見積管理」 セグメントを選択して、[スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え （JSON）
_演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] で次の計算式を入力します。

JSONSetElement ( "{}" ;

        [ "レイアウト名" ; "見積リスト" ; JSONString ] ;
        [ "警告音" ; "なし" ; JSONString ]
)

d. 続いて 「顧客管理」 セグメントを選択して、 [スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え
（JSON） _演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] で次の計算式を入力し
ます。

JSONSetElement ( "{}" ;

        [ "レイアウト名" ; "顧客管理|一覧詳細" ; JSONString ] ;
        [ "警告音" ; "あり" ; JSONString ]
)
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e. 「商品管理」 セグメントについても同様に、 [スクリプト指定] ダイアログで 「レイアウト切り替え
（JSON） _演習用」 スクリプトを選択し、 [オプションのスクリプト引数:] で次の計算式を入力し
ます。

JSONSetElement ( "{}" ;

        [ "レイアウト名" ; "商品管理|一覧詳細" ; JSONString ] ;
        [ "警告音" ; "あり" ; JSONString ]
)

f. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに切り替えます。

4  「ホーム」 画面で動作を確認します。
a. 「見積管理」 ボタンをクリックすると、 演習 10-1 と同様に無音で 「見積リスト」 レイアウトに切
り替わることを確認します。

b. 「顧客管理」 ボタンをクリックすると、 演習 10-2 と同様にシステムの警告音が鳴って 「顧客管
理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替わることを確認します。

c. 同様に 「商品管理」 ボタンをクリックすると、演習 10-2 と同様にシステムの警告音が鳴って 「商
品管理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替わることを確認します。

演習終わり

10.3.3  関連レコードの操作
関連テーブル内の関連レコードを操作するには、 その関連レコードに 「移動」 する必要があります。
関連テーブル内の現在の関連レコードへ移動するためには、 次のスクリプトステップを使います。

 • [関連レコードへ移動] スクリプトステップ

このスクリプトステップは、 ポータルの任意の行や現在のレコードから、 「関連レコード」 を対象レコードにしつつ、
関連レコードを表示するレイアウトの切り替えを可能にします。
このスクリプトステップでは、 次のオプションを設定します。 (図 10.3-11）
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図10.3-11 [[関連レコードへ移動] のオプション] ダイアログ

 • [関連レコードの取得元:]
スクリプト内の 「現在のレイアウトの TO」 から 「どの TO の関連レコードへ移動したいか」 を選択
（ これら TO 間には関連が設定されていなければなりません）

 • [レコードの表示に使用するレイアウト:]
移動後に関連レコードを表示するレイアウト
（[関連レコードの取得元] オプションで指定した TO と同じ実体テーブルを持つ TO が指定されているレイアウ
トから選択します）

 • [結果オプション:] > [新規ウインドウに表示]
[レコードの表示に使用するレイアウト] オプションで指定したレイアウトを新しいウインドウに表示する場合に選択

 • [結果オプション:] > [関連レコードのみを表示]
現在のレイアウトの現在のレコードの関連レコードを表示するか、 現在の対象レコードすべての関連レコードを
表示するかを選択

[関連レコードへ移動] スクリプトステップを使ったスクリプト
このスクリプトステップを使用する際は、 現在の TO （参照元） から 「どの TO （参照先） の関連レコード （と
レイアウト）」 へ移動するかを考えることが重要です。
例えば、 「見積詳細」 レイアウトから関連レコードを 「顧客表示」 レイアウトで表示するスクリプトを考えます。
10.1.2 節で確認したようにスクリプトの要件を 5W1H で考えると、 次のようになります。

(1) いつ  ユーザの任意
(2) どこで 「見積詳細」 レイアウト
(3) 誰が  ユーザ
(4) なにを 現在表示している見積の 「顧客情報」 レコード
(5) なぜ  データの確認
(6) どのように 関連レコードを対象レコードとして 「顧客表示」 レイアウトへ切り替える
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これを実現するスクリプトの流れは、 次のようになります。

（1） ユーザがボタンをクリックする。
（2） スクリプトが実行されて、 指定された TO の関連レコードに移動する。
同時に、 関連レコードの実体テーブルの TO が設定されているレイアウトへ切り替える。

演習 10-4 ～ 10-7 では、 演習ファイルの 「見積詳細」 レイアウトおよび 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウト
それぞれに、 関連レコードに移動して別のレイアウトに切り替えて表示するスクリプトを作成します。

ユーザが迷わないように 
関連レコードの表示方法は、 ユーザがどのように関連レコードを参照したいかを考慮して決めます。
例えば、 関連レコードを表示しながらレイアウトを切り替えると、 ユーザは 「いま自分が画面遷移のどこにいる
のか」 がよくわからなくなってしまうことがあります。 あるいは、 ユーザは 「関連 （参照先） の情報をちょっと確
認したら、 また元のレイアウトに戻りたい」 と考えているかもしれません。
関連レコードへ移動した後も作業が続くのであれば、 関連レコードに移動したままにします。 しかし、 「ちょっと
確認して元に戻る」 のであれば、 別のウインドウ （10.8.2） を利用するとユーザに分かりやすい動作になります。
演習 10-5 では、 カードウインドウ （10.8.2） を使って関連レコードを表示する方法を確認します。

関連レコードが無い場合
[関連レコードへ移動] スクリプトステップは、関連レコードが無い場合、エラーコードを返します。 スクリプトステッ
プが設定されたボタンを押しても何も起きません。
そのままでも現在のレコードから移動しないだけなので問題ない場合もあります。 しかし、 スクリプトによっては
関連レコードに移動後にソートをしたり、 フィールドにデータを入力したり、 レコードを削除したりする処理が入って
いるかもしれません。 関連レコードに移動しないままこれらの処理が実行されると、 エラーが表示されたり、 想定
とは違うレコードを削除してしまったりするかもしれません。
このような状況を防ぐためには、 「エラーになる前にエラーを回避」 します。
関連レコードがない場合のエラーを回避するためには、 次の関数を使って関連レコードがないことを確認し、 然
るべき処理をします。

 • IsEmpty 関数 （9.4.9）

関連レコードが無い場合にエラー回避処理をする例は、 演習 10-8 を参照してください。
なお、 演習 10-8 では、 関連レコードが無いことをユーザに知らせるためにカスタムダイアログを表示しますが、
ユーザの立場では 「関連の見積情報が無いなら何もしなくて良い」 かもしれません。 毎回 [OK] をクリックするの
が面倒に感じることがあるためです。
[関連レコードへ移動] スクリプトステップを利用した処理では、 関連レコードの有無によって、 その後どのような
処理の流れが望ましいかを考えながら作業する必要があります。
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演習 10-4  関連レコードを新しいレイアウトで表示する （見積管理から顧客管理）

フォルダ：演習10_4から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 関連レコードに移動してその内容を表示する方法を確認します。
ここではまず、 演習ファイルの 「見積詳細」 レイアウト上の見積先の 「会社名」 をクリックすると、 「顧客管理 | 
一覧詳細」 レイアウトで顧客情報を表示するようにします。 （図 10.3-12）

図10.3-12 「会社名」 をクリックすると 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで詳細表示

「会社名」 フィールドに割り当てるスクリプトとして、 現在のレコード （「見積管理」 TO） から 「見積管理_顧客」
TO の関連レコードへ移動し、 「顧客表示」 レイアウトに表示するスクリプトを完成させます。

1  演習ファイルのリレーションシップを確認します。

a. 演習ファイルを開いて [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを表示しま
す。

b. 「見積詳細」 レイアウトの TO 「見積管理」 を確認します。
c. 「会社名」 フィールドを取得している関連テーブルの 「見積管理_顧客」 TO を確認します。
d. 「見積管理_顧客」 TO の左上矢印をクリックして、 ソーステーブルが 「顧客情報」 テーブルで
あることを確認します。 （図 10.3-13）

e. [キャンセル] 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。
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図10.3-13 リレーションシップの確認

2  「見積詳細」 レイアウトの 「会社名」 フィールドをボタンにしてスクリプト （「関連レコード切り替え_演習
用」） を設定します。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 「見積管理_顧客::会社名」 フィールドを右クリックし、 ショートカットメニューから [ボタン設定] 
を選択して [ボタン設定] ダイアログを表示します。

c. [ボタン設定] ダイアログの [処理:] の下をクリックして [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。

d. [スクリプト指定] ダイアログで 「関連レコード切り替え_演習用」 スクリプトを選択します。
このスクリプトは、 最初はコメント行のみです。

3  「関連レコード切り替え_演習用」 スクリプトを編集します。
a. [スクリプト指定] ダイアログで歯車アイコンから [編集...] を選択して [スクリプトを編集] ダイア
ログを表示します。

b. スクリプトに [関連レコードに移動] スクリプトステップを挿入します。
最後の行をクリックして 「かんれん」 と入力すると [関連レコードへ移動] スクリプトステップだけ
が表示されるので Enter あるいは return キーを押して選択します。



第10章　スクリプトと自動化
　スクリプト実行の制御　

384

c. [関連レコードへ移動] スクリプトステップのオプションを設定します。
スクリプトステップが選択された状態でスペースバーを押すか行をダブルクリックすると、 オプショ
ン指定用ダイアログが表示されます。

d. オプションとして次の値を設定します。 なお、 ここではいったん動作を確認するために、 [レコー
ドの表示に使用するレイアウト:] には 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを指定しています。 （図 
10.3-14）

オプション 値

[関連レコードの取得元] 見積管理_顧客

[レコードの表示に使用するレイアウト] 顧客管理｜一覧詳細

[結果オプション ：新規ウインドウに表示] オフ

[結果オプション ：関連レコードのみを表示] オンで 「現在のレコードのみ照合」 を選択

[アニメーション] なし

図10.3-14 [関連レコードへ移動] のオプション設定

e. [OK] をクリックしてオプションを保存します。
f. [スクリプトを編集] ダイアログで図 10.3-15 のように表示されることを確認し、 ダイアログを閉
じます。

g. 「会社名」 フィールドのボタン設定を終了し、 レイアウトを保存します。
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図10.3-15 「関連レコード切り替え_演習用」 スクリプト （演習 10-4）

4  ブラウズモードで動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「見積詳細」 レイアウトを表示します。
b. 1 件目のレコード （「株式会社ベコニア」） に移動し、「会社」 フィールドに設定したボタンをクリッ
クします。

c. 「顧客管理｜一覧詳細」 レイアウトに切り替わり、 「株式会社ベコニア」 の内容が表示されてい
ることを確認します。

図10.3-16 「会社名」 をクリックした後に表示される 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウト

演習終わり
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演習 10-5  関連レコードをカードウインドウで表示する

フォルダ：演習10_4から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 関連レコードをカードウインドウ （10.8.2） に表示する方法を確認します。
演習 10-4 では、 関連レコードへ移動と同時に、 現在の 「見積詳細」 レイアウトから 「顧客管理｜一覧詳細」
レイアウトに切り替わりました。 関連レコードへ移動後に作業が続くのであればこれでもいいのですが、 「ちょっと確
認して戻る」 のであれば、 カードウインドウを利用して関連レコードを表示した方がユーザにわかりやすい動作にな
ります。
ここでは、 「見積詳細」 レイアウト上の 「会社名」 をクリックすると、 顧客情報をカードで表示するようにします。
演習ファイルには、 顧客情報を表示するための 「顧客表示」 レイアウトが追加されています。 この顧客情報はこ
のレイアウトで表示するようにします。 （図 10.3-17）

図10.3-17 「会社名」 をクリックすると 「顧客表示」 レイアウトで詳細表示

1  演習 10-4 で作成したスクリプトを編集して、 関連レコードをカードウインドウで表示するようにします。

a. スクリプトワークスペースを表示し、 スクリプトパネルで 「関連レコード切り替え_演習用」 スクリ
プトをクリックして表示します。

b. [関連レコードへ移動] スクリプトステップのオプションのうち、 [結果オプション:] の [新規ウインド
ウに表示] をオンにします。

c. [新規ウインドウ] のオプションが表示されたら、 次の値を設定します。 （図 10.3-18）
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オプション 値

[ウインドウスタイル] カード

[ウインドウ名] 見積先の顧客情報

[レイアウト] 顧客表示

[サイズ] （そのまま）

[位置] 「上端から」 を 「0」、 「左端から」 は何も設定しない

[ウインドウオプション] 「閉じる」 と 「親ウインドウを淡色表示」 の 2 つをオン

図10.3-18 [関連レコードへ移動] のオプション設定 （新規ウインドウ表示）

d. [OK] をクリックして [新規ウインドウ] のオプションのダイアログを閉じます。
e. [OK] をクリックして [関連レコードへ移動] スクリプトステップのオプションダイアログを閉じます。
f. [スクリプトワークスペース] で図 10.3-19 のように表示されることを確認し、 スクリプトを保存
します。

図10.3-19 「関連レコード切り替え_演習用」 スクリプト （演習 10-5）
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2  「見積詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. 1 件目のレコード （「株式会社ベコニア」） に移動し、 「会社名」 フィールドに設定したボタンをク
リックします。

b. 「顧客表示」 レイアウトが 「見積明細」 レイアウト上にカードウインドウで表示され、 「株式会社
ベコニア」 の内容が表示されていることを確認します。 （図 10.3-20）

図10.3-20 カードウインドウによる関連レコードの表示

c. カードウインドウの左上にある白い丸に × のボタンをクリックしてカードを閉じます。

3  関連レコードを別のウインドウスタイルで表示するようにし、 表示を確認します。
a. スクリプトワークスペースを表示し、 スクリプトパネルで 「関連レコード切り替え_演習用」 スクリ
プトを表示します。

b. [関連レコードへ移動] スクリプトステップのオプションの [新規ウインドウに表示] の横の [指
定...] をクリックして [[新規ウインドウ] のオプション] ダイアログを表示します。

c. [ウインドウスタイル:] で [ドキュメント] を選択します。
d. [OK] でダイアログを閉じていった後、 スクリプトを保存します。
e. 「見積表示」 レイアウトが別ウインドウで
f. ブラウズモードの 「見積詳細」 レイアウトで 「会社名」 フィールドをクリックします。
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g. 「見積表示」 レイアウトが別ウインドウで表示されることを確認します。
ウインドウスタイル （10.8.2） は、 状況に応じて選択してください。

演習終わり

演習 10-6  関連レコードへ移動する （自己連結リレーションシップの利用）

フォルダ：演習10_4から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 自己連結リレーションシップ （5.2.1） を使って、 現在のレコードと同じテーブルのレコードを関連
レコードとして取り出して表示する方法を確認します。
ここでは、「見積詳細」 レイアウトにおいて、現在のレコード （見積情報） と同じ顧客の、別の見積情報 （関連レコー
ド） へ移動するスクリプトを作成します。
別の見積情報は、 「見積詳細」 レイアウトの 「見積履歴」 タブのリスト （ポータル） から選択します。 ポータル
行の右端の [>] アイコンをクリックすると、 タブパネルを切り替えて、 そのポータル行の見積情報を 「見積登録」
タブに表示するようにします。 （図 10.3-21）

図10.3-21 自己連結リレーションシップを使った関連レコード表示

なお、 タブパネルを切り替えるには、 [オブジェクトへ移動] スクリプトステップを使います。
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1  演習ファイルのリレーションシップを確認します。

a. 演習ファイルを開いて [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを表示しま
す。

b. 「見積詳細」 レイアウトの TO 「見積管理」 を確認します。
c. 「見積履歴ポータル」 に表示している関連テーブルの 「見積管理 | 履歴 | 自己」TO を確認します。
d. 「見積管理 | 履歴 | 自己」 TO の左上矢印をクリックして、 ソーステーブルが 「見積情報」 テー
ブルであることを確認します。 （図 10.3-22）

e. [キャンセル] 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。

図10.3-22 自己連結リレーションシップの確認

2  「見積詳細」 レイアウトの 「見積履歴ポータル」 の [＞] アイコンにスクリプトを設定します。
a. 「見積詳細」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 「見積詳細」 レイアウトの 2 つ目のタブパネル上の 「見積履歴ポータル」 の [＞] アイコンをダ
ブルクリックし、 [ボタン設定] ダイアログを表示します。

c. [ボタン設定] ダイアログで、 既にボタンに 「関連レコード切り替え_演習用 （ポータル）」 スクリ
プトが設定されていることを確認します。 このスクリプトを編集します。

d. 「関連レコード切り替え_演習用 （ポータル）」 スクリプトの名前をクリックして [スクリプトを編集] 
ダイアログに表示します。
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e. 最終行をクリックして [関連レコードへ移動] スクリプトステップを入力し、 次のオプションを設定
します。 （図 10.3-23）

オプション 値

[関連レコードの取得元] 見積管理｜履歴｜自己

[レコードの表示に使用するレイアウト] <現在のレイアウト>

[結果オプション ：新規ウインドウに表示] オフ

[結果オプション ：関連レコードのみを表示] オンで 「現在のレコードのみ照合」 を選択

[アニメーション] なし

図10.3-23 [関連レコードへ移動] のオプション設定 （自己連結リレーションシップ選択）

f. [OK] をクリックしてオプションを保存します。
g. [スクリプトを編集] ダイアログで図 10.3-24 のように表示されることを確認し、 [OK] でダイア
ログを閉じます。

図10.3-24 「関連レコード切り替え_演習用 （ポータル）」 スクリプト

h. [ボタン設定] ダイアログを閉じて、 レイアウトを保存します。
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3  ブラウズモードで動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「見積詳細」 レイアウトを表示します。
すべてのレコードが表示されてなければ、 ステータスツールバーで [すべてを表示] をクリックし
て全レコードを表示します。

b. 3 レコード目の 「見積番号 10003」 に移動し、 2 つ目のタブパネルをクリックします。
このとき、 ポータルには 5 つのレコードが表示されています。

c. ポータル行の 2 行目 「見積番号 10021」 の [>] ボタンをクリックすると、 ポータルの表示が
変わることを確認します （「見積番号 10003」 が表示され、 「見積番号 10021」 が表示され
なくなります）。

d. タブコントロールの 「見積登録」 タブをクリックします。
e. 「見積番号 10021」 のレコードが表示されていることを確認します。
このとき、 対象レコードは 5 件に絞り込まれています （ポータルの表示と同じ件数です）。

4  「見積履歴ポータル」 からの関連レコード移動と同時に 「見積登録」 タブに切り替わるようにします。 
そのためにまず、 タブパネルに名前を付けます。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. オブジェクトパネルで [オブジェクト] タブを表示します。
c. 漏斗のアイコンをクリックして 「パネルコントロール」 を選択してフィルタします。
d. 「"見積登録"」 を右クリックしてショートカットメニューから [オブジェクト名の指定] を選択し、 「見
積情報タブ」 と入力して設定します。

e. 同様に、 「計算」 と表示されている 2 番目のタブに 「見積履歴タブ」 という名前を設定します。

図10.3-25 オブジェクト名の指定

f. レイアウトを保存します。
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5  「関連レコード切り替え_演習用 （ポータル）」 スクリプトを再度、 編集します。
a. [関連レコードへ移動] スクリプトステップの下に、 [オブジェクトへ移動] スクリプトステップを入力
します。

b. [オブジェクトへ移動] スクリプトステップのオプションを設定します。

オプション 値

[オブジェクト名] 見積情報タブ

[繰り返し] 1

c. [OK] をクリックして [[オブジェクトへ移動] オプション] ダイアログを保存します。
d. [スクリプトを編集] ダイアログで図 10.3-26 のように表示されることを確認し、 [OK] でダイア
ログを閉じます。

図10.3-26 「関連レコード切り替え_演習用 （ポータル）」 スクリプト （変更後）

e. レイアウトを保存します。

6  「見積詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「見積詳細」 レイアウトを表示します。
b. ステータスツールバーで [すべてを表示] をクリックして全レコードを表示します。
c. 3 レコード目の 「見積番号 10003」 に移動し、 2 つ目のタブパネルをクリックします。  
このとき、 ポータルには 5 つのレコードが表示されています。  

d. ポータル行の 2 行目 「見積番号 10021」 の [>] ボタンをクリックします。
e. 「見積登録」 タブに切り替わり、 「見積番号 10021」 のレコード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 10-7  関連レコードを新しいレイアウトで表示する （顧客管理から見積管理）

フォルダ：演習10_4から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 演習 10-4 で確認した関連レコードに移動してその内容を表示する方法を使って、 顧客情報か
ら見積情報を表示できるようにします。
演習ファイルの 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトには、「取引状態」 フィールドの横と、「見積履歴」 タブのポー
タル行内にボタンを配置しており、 これらのボタンをそれぞれクリックすることによって現在のレコード （顧客情報）
に関連する見積明細を 「見積詳細」 レイアウトに表示できるようにします。 （図 10.3-27）

図10.3-27 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトから見積情報を表示するためのボタン

上記 2 つのボタンに同じスクリプトを割り当てます。 スクリプトを実行した結果の対象レコードの数は同じですが、
スクリプトを割り当てたボタンの位置 （レイアウト上かポータル内か） によって、 対象レコードのうち表示される関
連レコードが異なることを確認します。

1  演習ファイルのリレーションシップを確認します。

a. 演習ファイルを開いて [データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブを表示しま
す。

b. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの TO 「顧客管理」 を確認します。
c. 見積情報を取得する関連テーブルの 「顧客管理_見積」 TO を確認します。
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d. 「顧客管理_見積」 TO の左上矢印をマウスオーバーして、 ソーステーブルが 「見積情報」 テー
ブルであることを確認します。 （図 10.3-28）

e. [キャンセル] 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。

図10.3-28 「顧客管理」 TO からのリレーションシップの確認

2  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの書類アイコンにスクリプトを設定します。
a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 「取引状態」 フィールドの右横の書類アイコンをダブルクリックし、 [ボタン設定] ダイアログを表
示します。

c. [ボタン設定] ダイアログで、 既にボタンに 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプト
が設定されていることを確認します。 このスクリプトを編集します。

d. 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトの名前をクリックして [スクリプトを編集] ダ
イアログに表示します。

e. 最終行をクリックして [関連レコードへ移動] スクリプトステップを入力し、 次のオプションを設定
します。 （図 10.3-29）
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オプション 値

[関連レコードの取得元] 顧客管理_見積

[レコードの表示に使用するレイアウト] 見積詳細

[結果オプション ：新規ウインドウに表示] オフ

[結果オプション ：関連レコードのみを表示] オンで 「現在のレコードのみ照合」 を選択

[アニメーション] なし

図10.3-29 [関連レコードへ移動] のオプション設定 （顧客管理から見積明細）

f. [OK] をクリックしてオプションを保存します。
g. [スクリプトを編集] ダイアログで図 10.3-30 のように表示されることを確認し、 [OK] でダイア
ログを閉じます。

図10.3-30 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプト

h. [ボタン設定] ダイアログを閉じます。
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3  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの 「見積履歴」 タブのポータル行内の [>] アイコンにも同じスクリプ
トが割り当てられていることを確認します。
a. 「見積履歴」 タブのポータル行内の [>] アイコ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. ボタンに 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトが割り当てられていることを確認
します。

4  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで書類アイコンの動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。
すべてのレコードが表示されてなければ、 ステータスツールバーで [すべてを表示] をクリックし
て全レコードを表示します。

b. 2 レコード目の 「顧客番号 20002」 （「ホオズキ株式会社）」 に移動します。
c. 「見積履歴」 タブで関連レコードの数が 6 件であることを確認します。
d. 書類アイコンをクリックし、 「見積詳細」 レイアウトに切り替わることを確認します。
e. 「見積詳細」 レイアウトの 「見積登録」 タブに 「見積番号 10003」 のレコードが表示されてい
ることを確認します。
このレコードは、 「顧客番号 20002」 の関連レコード 6 件中の 1 件目です （ステータスツール
バーのレコード番号を確認してください）。

5  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの 「見積履歴」 ポータル内の [>] アイコンの動作を確認します。
a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトに切り替えます。
b. 2 レコード目の 「顧客番号 20002」 （「ホオズキ株式会社）」 に移動します。
c. 「見積履歴」 タブを表示します。
d. ポータル行の 3 行目 「見積番号 10021」 の [>] ボタンをクリックします。
e. 「見積詳細」 レイアウトに切り替わり、 「見積登録」 タブに 「見積番号 10021」 のレコードが表
示されていることを確認します。
このレコードは、 「顧客番号 20002」 の関連レコード 6 件中の 3 件目です （ステータスツール
バーのレコード番号を確認してください）。

演習終わり
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演習 10-8  関連レコードがない場合のエラー回避

フォルダ：演習10_4から8 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 [関連レコードへ移動] スクリプトステップを使ったスクリプトにおいて関連レコードがない場合のエ
ラー回避について確認します。
[関連レコードへ移動] スクリプトステップは、 関連レコードが無い場合は何もしません。 しかし、 スクリプトによっ
ては関連レコードに移動後に実行する処理があり、 それによってエラーが表示されたり、 想定とは異なる動作をし
てしまったりすることがあります。
このようなことを防ぐために、 IsEmpty 関数 （9.4.9） を使用して、 エラーになる前に次のようにしてエラーを
回避します。

 • 関連レコードがなければ、 その旨、 カスタムダイアログに表示して終了
 • 関連レコードがあれば、 関連レコードへ移動してレイアウトで表示

この演習では、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで、 演習 10-7 で設定した書類アイコンをクリックしたときに
関連レコード （見積情報） がない場合の処理を追加します。
関連レコードがなかった場合の条件分岐には [If]、 [Else]、 [End If] スクリプトステップ （10.5.2） を使用します。
処理の分岐は、 スクリプトデバッガ （10.2.2） を使って確認します。

1  関連レコードがない場合の 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトの動作を確認します。

a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで 「顧客番号」 が 「20006」 の 「株式会社アサガオ」 を
表示します。

b. 書類アイコンをクリックしても何も起こらないことを確認します。
c. 「見積履歴」 タブを表示して、 関連レコードがないことを確認します。

2  「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトを編集します。
a. [スクリプトワークスペース] を表示し、 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトを表
示します。

b. 最終行の後に 2 行ほど空行を追加します。
c. [If] と [End If] スクリプトステップ （10.5.2） を挿入します。 [If] スクリプトステップには、
IsEmpty 関数を使って関連レコード （「顧客管理_見積」 TOのレコード） の有無を調べる条件
を設定します。 （図 10.3-31）
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図10.3-31 関連レコードの有無による条件分岐

d. [If] と [End If] スクリプトステップの間に、 [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、 次のオプションを設定します。 （図 10.3-32）

オプション 値

[タイトル] 見積なし

[メッセージ] 見積はありません

デフォルトボタン "OK"とし、 [データを確定] はオフ

ボタン 2 "キャンセル" を消去し、 [データを確定] はオフ

ボタン 3 そのまま （何も設定しない）

図10.3-32 カスタムダイアログの設定
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e. [End If] スクリプトステップの前に [Else] スクリプトステップを挿入し、 [関連レコードへ移動] ス
クリプトステップをドラッグしてその後に挿入します。 （図 10.3-33）

図10.3-33 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプト （変更後）

f. スクリプトを保存します。

3  「顧客管理｜一覧詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。
b. 6 レコード目の 「顧客番号」 が 「20006」 のレコード （「株式会社アサガオ」） に移動します。
c. 「見積履歴」 タブをクリックし、 ポータルにはなにも表示されていない （＝関連レコードがない）
ことを確認します。

d. 書類アイコンのボタンをクリックし、 「見積なし」 のカスタムダイアログが表示されることを確認
します。 （図 10.3-34）

e. [OK]をクリックしてカスタムダイアログを閉じます。
f. 2 レコード目の 「顧客番号」 が 「20002」 のレコード （「ホオズキ株式会社」） に移動します。
g. 「見積履歴」 タブをクリックし、ポータルにレコード （関連レコード） が 6 件あることを確認します。
h. 書類アイコンのボタンをクリックして、 「見積詳細」 レイアウトで 「顧客番号 20002」 の 「見積
番号 10003」 レコードが表示されることを確認します。

i. 現在の対象レコードが 6 件に絞り込まれていることを確認します （ポータルの表示と同じ件数で
す）。

j. ステータスツールバーで 「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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図10.3-34 カスタムダイアログの表示

4  スクリプトデバッガを表示し、 1 行ずつステップインして条件分岐を確認します。
a. 「顧客管理｜一覧詳細」 レイアウトに切り替えて、 レコードを変えながら書類アイコンをクリック
したときの処理を確認します。

b. 6 レコード目の 「顧客番号　20006」 の場合は、 [If] スクリプトステップのすぐ下のステップが
実行されることを確認します。 （図 10.3-35 の左）

c. 2 レコード目の 「顧客番号 20002」 の場合は、 [Else] スクリプトステップのすぐ下のステップ
が実行されることを確認します。 （図 10.3-35 の右）

   

図10.3-35 スクリプトデバッガによる条件分岐の確認

演習終わり
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10.3.4  サブスクリプトの利用
スクリプト内で、 さらにスクリプトを呼び出して実行することができます。 呼び出される側のスクリプトをサブスク

リプトと言います。
サブスクリプトは、 よく使う処理をモジュール （ひとまとまりの機能） として扱うときに便利です。 サブスクリプト
を 1 つあるいは複数組み合わせて 1 つの機能を作ると考えてください。 難しく考えることはありません。 印刷の
ための用紙サイズの設定や印刷オプションの設定、 引数を使用して任意のレイアウトオブジェクトへ移動する処理な
ど、 あちこちで呼び出されるようなものをサブスクリプトにすると便利です。 開発を始めた当初から 「サブスクリプ
トを使ってモジュール化しよう！」 と頑張らなくても、 だんだんサブスクリプトにすると良さそうなところは見えてき
ます。
サブスクリプトは、 次のスクリプトステップで呼び出します。

 • [スクリプト実行] スクリプトステップ

サブスクリプトを呼び出すときには、 オプションでスクリプト引数 （10.3.1） を渡すことができます。
サブスクリプトを呼び出すと、 スクリプトは原則としてサブスクリプトの実行が終わるのを待ちます。 サブスクリプ
トは処理を終了するときに実行結果を返すことができ、 呼び出した側のスクリプトはその実行結果を使って処理を進
めることができます。

図10.3-36 スクリプトからサブスクリプトを呼び出す

サブスクリプトへ引数を渡す
[スクリプト実行] スクリプトステップのオプションとして、 実行するサブスクリプトにスクリプト引数 （10.3.1） を渡
すことができます。 現在のスクリプトの変数やフィールドのデータなどを渡すだけでなく、 呼び出す側のスクリプトが
受け取ったスクリプト引数を Get( スクリプト引数 ) 関数 （9.4.14） でそのまま引き渡すこともできます。
サブスクリプトでは、 Get ( スクリプト引数 ) 関数を使ってスクリプト引数を取得します。

サブスクリプトから実行結果を受けとる
サブスクリプトは、 [現在のスクリプトを終了] スクリプトステップ （10.3.5） を使って呼び出した側のスクリプトに
実行結果を返すことができます。
呼び出した側のスクリプトでは、 次の関数を使ってサブスクリプトの実行結果を受け取ります。

 • Get ( スクリプトの結果 ) 関数 （9.4.14）
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なお、 この関数が取得するのは、 この関数を実行する前に最後に実行されたサブスクリプトの結果です。 複数の
サブスクリプトの結果を比較して条件分岐する場合などには、 それぞれの結果を変数やグローバルフィールドを使っ
て保持しておく必要があります。

サブスクリプトをサーバーで実行する
FileMaker Server や FileMaker Cloud を使ってカスタム App を共有している場合、 スクリプトは通常、 ク
ライアント上で実行されますが、 次の場合はスクリプトをサーバー上で実行させることができます。

 • [サーバー上のスクリプト実行] スクリプトステップから実行する
 • FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud のスケジュール機能を使って実行する

スクリプトをサーバー上で実行することによって、 クライアントとサーバー間のデータの転送量を減らすことができ
るので、 応答速度が速くなることが期待できます。 また、 クライアントに比べてサーバーの方が高性能の場合が多
いので、 スクリプトの処理速度も速くなることが期待できます。
ただし、 サーバー上でスクリプトを実行しようとする際にはいくつか注意が必要です。
まず、 サーバー上でスクリプト （サブスクリプト） を実行する場合、 クライアントのコンテキストは反映されません。
そのため、 処理対象のレコードなどのコンテキストの情報はスクリプト引数 （10.3.1） で渡す必要があります。
また、 スクリプトステップの中には、 [カスタムダイ
アログを表示] スクリプトステップなどサーバー上で
は実行できないものがあります。 [スクリプトワークス
ペース] の右上のアイコン （図 10.3-37） から 「サー
バー」 を選択すると、 サーバー上で実行できないス
クリプトステップはスクリプトステップパネル上で、 灰
色で表示されます。
なお、 [サーバー上のスクリプト実行] スクリプトス
テップを使ってサブスクリプトを呼び出したスクリプト
は、 サブスクリプトがホスト上で実行を終了するまで
処理実行を一時停止して待つかどうかをオプション
で選択することができます。 サブスクリプトから処理
結果あるいはエラーコードを取得するには、 このオ
プション （「終了するまで待つ」） を選択しておきます。

図10.3-37 [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 （製品でフィルタ）
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10.3.5  スクリプトの終了
スクリプトは、 すべてのスクリプトステップを実行した後、 終了しますが、 指定した条件が満足された後に強制的
に終了させることもできます。
スクリプトを強制的に終了させる場合、 終了させるスクリプトの範囲に応じて次のいずれかのスクリプトステップ
を使用します。

 • [現在のスクリプトを終了] スクリプトステップ
 • [全スクリプト終了] スクリプトステップ

それぞれの特徴を以下で確認して、 トリガイベントのキャンセル （10.4） や、 サブスクリプトの実行 （10.3.4）
の際に、 このどちらを使用すべきか、 検討してください。 また、 これらを使わず、 条件分岐 （10.5.2） を使って
スクリプトを終了させることが可能かどうかも検討してください。

[現在のスクリプト終了] スクリプトステップ
実行中のスクリプトを強制終了します。
サブスクリプト内でこのスクリプトステップを使用するとき、 オプションの [テキスト結果] を指定することで、 メイ
ンのスクリプトに任意のスクリプト結果を返すことができます。
メインのスクリプトでは、 値を返す別のサブスクリプトが呼び出されるまでスクリプトの結果の値は保存されます。
この値を Get （ スクリプトの結果 ) 関数 （9.4.14） で取得し、 ローカル変数またはグローバル変数に保存して利
用することができます。

[全スクリプト終了] スクリプトステップ
このスクリプトステップは、 現在の FileMaker アプリケーションで実行中のすべてのスクリプト、 サブスクリプト、
または外部スクリプトを即時に強制終了します。
このスクリプトステップを実行すると、 予期しないレイアウト、 表示、 またはモードでスクリプトが終了するなどして、
データベースが予期しない状態になることがあります。 どこで実行されるかによって思わぬことが起きる可能性が
あるので、 [全スクリプト終了] スクリプトステップを使用する場合は十分にテストしてください。

演習 10-9  サブスクリプトを実行する

フォルダ：演習10_9 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 サブスクリプトを実行し、 結果を受けとる処理を確認します。
演習 10-8 では、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで書類アイコンをクリックしたときに、 関連レコード （見積
情報） があるかどうかを判定して処理を分岐しました。
この演習では、 サブスクリプトを使って関連レコードの有無を判定するようにします。 サブスクリプトは、 スクリプ
ト実行の結果として、 関連レコードがあれば 「１」 を、 なければ 「0」 を返すようにします。 呼び出した側のスク
リプトでは、 サブスクリプトの結果を取り出してその後の処理を実行します。
処理の分岐とサブスクリプトからの結果は、 スクリプトデバッガ （10.2.2） とデータビューア （10.2.3） を使って
確認します。
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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  「顧客管理」 TO から見た 「顧客管理_見積」 TO のレコード （関連レコード） の有無を調べるサブスク
リプト 「関連レコード有無確認」 を作成します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「関連レコード有無確認」 スクリプトを表示します。 このスクリプ
トは最初、 コメントしか入っていません。

b. 演習 10-8 と同様に、 IsEmpty 関数を使って関連レコード （「顧客管理_見積」 TOのレコード）
の有無を調べる条件分岐を入力します。

c. [If] と [End If] スクリプトステップの間に、 [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、 次のオプションを設定します。

オプション 値

[タイトル] 見積なし

[メッセージ] 見積はありません （サブスクリプトより）

デフォルトボタン "OK"とし、 [データを確定] はオフ

ボタン 2 "キャンセル" を消去し、 [データを確定] はオフ

ボタン 3 そのまま （何も設定しない）

d. [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップの下に、 [現在のスクリプト終了] スクリプトステッ
プを挿入し、 オプション [テキスト結果] に数字 「0」 を設定します。
これで、 このスクリプトは関連レコードがない場合に 「0」 を結果として返すことになります。

e. [End If] スクリプトステップの上に、 [Else] スクリプトステップ （10.5.2） を挿入します。
f. [Else] スクリプトステップの下に、 [現在のスクリプト終了] スクリプトステップを挿入し、 オプショ
ン [テキスト結果] に数字 「1」 を設定します。
これで、 このスクリプトは関連レコードがある場合に 「1」 を結果として返すことになります。

g. スクリプト全体が図 10.3-38 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。

図10.3-38 サブスクリプト 「関連レコード有無確認」
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3  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトの書類アイコンに設定されているスクリプト 「関連レコード切り替え （サ
ブスクリプト利用）」 の内容を完成させます。
a. 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 「取引状態」 レイアウトの右横の書類アイコンをダブルクリップし、 [ボタン設定] ダイアログを表
示します。

c. [ボタン設定] ダイアログで、 既にボタンに 「関連レコード切り替え （サブスクリプト利用）」 スク
リプトが設定されていることを確認します。 このスクリプトを編集します。

d. 「関連レコード切り替え_演習用 （顧客）」 スクリプトの名前をクリックして [スクリプトを編集] ダ
イアログに表示します。 このスクリプトも最初はコメントしか入力されていません。

e. コメント 「サブスクリプトで関連レコードの有無を調べる」 に対応するステップとして、 次のステッ
プを入力します。 [スクリプト実行] スクリプトステップのオプションは次の値を設定します。

オプション 値

[指定:] 「一覧から」

スクリプト名 「関連レコード有無確認」

引数 なし （何も指定しない）

このステップは、 「関連レコード有無確認」 スクリプトをサブスクリプトとして実行します。

スクリプト実行 [ 指定: 一覧から ; 「関連レコード有無確認」 ; 引数:     ]

f. コメント 「サブスクリプトの実行結果を取得する」 に対応するステップとして、 次のステップを入
力します。
このステップは、 直前に実行したスクリプトの結果を Get ( スクリプトの結果 ) 関数で取得し、
ローカル変数 （10.5.1） の 「$関連レコード有り」 に設定します。
[変数を設定] スクリプトステップについて詳しくは 10.5.1 節と演習 10-10、 10-11 を参照してく
ださい。

変数を設定 [ $関連レコード有り ; 値: Get ( スクリプトの結果 ) ]

g. コメント 「サブスクリプトの時刻結果が『 関連レコード有り （=1）』 の場合は関連レコードに移動
する」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。
このステップは、 演習 10-8 と同じ関連レコードへ移動するステップです。

If [ $関連レコード有り ]
         関連レコードへ移動 [ 関連レコードのみを表示 ; テーブル : 「顧客管理

_見積」 ; 使用するレイアウト: 「見積詳細」 （見積管理） ]
End If

h. スクリプト全体が図 10.3-39 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。
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図10.3-39 「関連レコード切り替え （サブスクリプト利用）」 スクリプト

i. レイアウトを保存します。

4  「顧客管理｜一覧詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えて、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。
b. 6 レコード目の 「顧客番号」 が 「20006」 のレコード （「株式会社アサガオ」） に移動します。
c. 「見積履歴」 タブをクリックし、 ポータルには何も表示されていない （＝関連レコードがない）
ことを確認します。

d. 書類アイコンのボタンをクリックし、 「見積はありません （サブスクリプトより）」 と記載されたカ
スタムダイアログが表示されることを確認します。 （図 10.3-40）

e. [OK]をクリックしてカスタムダイアログを閉じます。

図10.3-40 サブスクリプトから表示されたカスタムダイアログ



第10章　スクリプトと自動化
　スクリプト実行の制御　

408

f. 2 レコード目の 「顧客番号」 が 「20002」 のレコード （「ホオズキ株式会社」） に移動し、 演
習 10-8 と同様に 「見積詳細」 レイアウトで関連レコードが表示されていることを確認します。

g. ステータスツールバーで 「すべてを表示」 をクリックして全レコードを表示します。

5  スクリプトデバッガとデータビューアを表示して処理の流れを確認します。
a. 「顧客管理｜一覧詳細」 レイアウトに切り替えて、 書類アイコンをクリックしたときの処理をステッ
プごとに確認します。

b. [スクリプト実行] スクリプトステップでステップインすると、 「関連レコード有無確認」 スクリプトに
移動することを確認します。

c. 6 レコード目の 「顧客番号　20006」 の場合は、[変数を設定] スクリプトステップを実行後、デー
タビューアの [現在] タブにローカル変数 「$関連レコード有り」 が表示され、 値が 「０」 に設
定されていることを確認します。 （図 10.3-41）

d. 2 レコード目の 「顧客番号 20002」 の場合は、[変数を設定] スクリプトステップを実行後、デー
タビューアでローカル変数 「$関連レコード有り」 に値 「1」 が設定され、 その後の [関連レコー
ドへ移動] スクリプトステップが実行されることを確認します。

   

図10.3-41 サブスクリプトの結果を設定したローカル変数の値

演習終わり
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10.4 スクリプトトリガによるスクリプト実行
スクリプトトリガは、 ボタンやメニューなどと同様、 スクリプトを実行するための手段の一つです （10.1.1）。
スクリプトトリガは、 特定のイベント （トリガイベント） が発生したとき、 つまり何かのきっかけでスクリプトを
実行するように指定することができます。 イベントとは、 例えばフィールドへのデータ入力を確定することなどです。
そのイベントが実行される直前または直後にスクリプトが実行されます。
スクリプトトリガは全部で 25 個用意されていますが、 スクリプトトリガが割り当てられる対象によって次の 3 種
類に分けることができます。

 • レイアウトのスクリプトトリガ （10.4.1）
 • レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ （10.4.2）
 • ファイルオプションのスクリプトトリガ （10.4.3）

レイアウトとレイアウトオブジェクトに対するスクリプトトリガは、 ブラウズモードと検索モードで利用できます。 プ
レビューモードで利用できるものもあります。

スクリプトトリガとイベント
スクリプトトリガは、 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
ものの 2 種類があります。 例えば、 OnLayoutEnter スクリプトトリガはレイアウトがロードされた後にスクリプト
を実行しますが、 OnLayoutExit スクリプトトリガはレイアウトを切り替える前にスクリプトを実行します。

トリガイベントのキャンセル 
スクリプトは、 [現在のスクリプト終了] スクリプトステップ （10.3.5） を使って結果 （真偽値など） を返すことが
できますが、 トリガイベントの前に実行されたスクリプトが偽の値を返して終了 （ [現在のスクリプト終了] スクリプ
トステップが結果 0 (偽 = False) で終了） すると、 イベントそのものをキャンセルすることができます。
なお、 [現在のスクリプト終了] スクリプトステップで 1(真 = True ) を返して終了するか、 結果がないか、 ある
いはスクリプトに [現在のスクリプト終了] スクリプトステップが含まれていない場合は、 イベントは実行されます。

スクリプトトリガが実行されない場合
スクリプトトリガは、 同時に多数のレコードを変更する可能性のある操作では実行されません。
これは、 例えば次のような操作の場合です。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプ （「スクリプトトリガを実行しな
い処理」） を参照してください。

 • インポート、 フィールド内容の全置換、 再ルックアップなど、 FileMaker Pro がテーブルのレコード
に対して直接実行する操作
 • [カスタムダイアログを表示]、 [フィールド設定]、 [フィールドを名前で設定]、 [Web ビューアの設定] 
の各スクリプトステップでフィールドのデータを変更する処理

また、スクリプトトリガによっては、FileMaker WebDirect で動作しないもの、あるいは、サーバー （FileMaker 
Server および FileMaker Cloud） で動作しないもの、 また、 FileMaker Go だけで動作するものがあります。
したがって、 スクリプトトリガを設定する際には、 スクリプトをどこで実行するかを意識する必要があります。
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スクリプトトリガの実行順序
同じイベントで複数のスクリプトトリガが有効になる状況では、 FileMaker Pro はあらかじめ定められた順番に 1 
つずつ実行します。 次の 7 個のスクリプトトリガは、 それぞれ他のスクリプトトリガと同時に有効になる場合があり
ますが、 実行はこのリストで上に記載されているものが優先されます。

（1） OnFirstWindowOpen
（2） OnWindowOpen
（3） OnLayoutEnter
（4） OnModeEnter
（5） OnRecordLoad
（6） OnLayoutSizeChange
（7） OnViewChange 

なお、 上記の他のスクリプトトリガは、 トリガとなるイベントが発生した順に実行されます。

ユーザとスクリプトトリガ
スクリプトトリガは、 ユーザが意識的にボタンをクリックしてスクリプトを実行する場合とは異なり、 ユーザが意識
しないところでスクリプトが実行されます。 とても便利で有用な反面、ユーザにとっては突然スクリプトが実行されて、
その結果に戸惑うこともあるので、 スクリプトトリガによってどのようなことが起きるのか、 必ずユーザの立場に立っ
てテストしてください。
スクリプトトリガは、 クライアントがなにか、 どういう順番で実行されるか、 実行されるのはイベントの前か後か、
を考えて設定します。 1 つのイベントに 1 つずつ設定していきますが、 結果として、 1 つのイベントに対して複数の
スクリプトトリガが有効になることがあるので、 充分なテストが必要です。
想定したタイミングでスクリプトが実行されるかどうか、 つまり適切なスクリプトトリガが適切な順序で実行され
るように設定されているかどうかは、 スクリプトデバッガ （10.2.2） を使用するとわかりやすく確認できます。

10.4.1  レイアウトのスクリプトトリガ
特定のレイアウトに移動したり、 モードや表示形式を変更したりしたときに対して、 レイアウトのスクリプトトリガ
を割り当てることができます。
レイアウトに割り当てることができるスクリプトトリガは、 表 10.4-1 の 12 個です。 これらのスクリプトトリガは、
ブラウズモードでも検索モードでも使用することができます。
表 10.4-1 には、 それぞれのスクリプトトリガについて、 (1) スクリプトを実行するタイミングがトリガとなるイベン
トの前か後かと、 (2) スクリプトトリガを実行できる製品 （互換性） を示してます。
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表10.4-1 レイアウトのスクリプトトリガ

(1) イベント (2) 互換性

名称 Pro Go WD FMS FMC DAPI CW

OnRecordLoad 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnRecordCommit 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnRecordRevert 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnLayoutKeystroke 前 ○ △

OnLayoutEnter 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnLayoutExit 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnLayoutSizeChange 後 ○ ○ ○

OnModeEnter 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnModeExit 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnViewChange 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnGestureTap 前 ○ ○

OnExternalCommandReceived 後 ○

※(2) のタイトル行の記号は、 次の製品を示します。
Pro: FileMaker Pro, Go: FileMaker Go, WD: FileMaker WebDirect, FMS: FileMaker Server, 
FMC: FileMaker Cloud, DAPI: FileMaker Data API, CW: カスタム Web 公開

※( 2) の 「○」 は実行可能、 「△」 は条件付きで実行可能、 無記入は実行不可を示します。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘル
プのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

レイアウトのスクリプトトリガの設定方法
（1） レイアウトモードで、 スクリプトトリガを設定するレイアウトを選択します。
（2） レイアウトバーの鉛筆アイコンをクリックし、 [レイアウト設定] ダイアログを表示します。 （図 10.4-1）
（3） [レイアウト設定] ダイアログの [スクリプトトリガ] タブをクリックします。
（4） スクリプトを実行するスクリプトトリガ名 （[イベント]） をダブルクリックし、 [スクリプト指定] ダイアログで、
スクリプトを選択します。

（5） オプションのスクリプト引数を指定する場合は、 入力します。
（6） [OK] をクリックして [スクリプト指定] ダイアログを閉じます。
（7） [レイアウト設定] ダイアログで、 スクリプトトリガを実行するモードを選択します。
（8） [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。
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図10.4-1 レイアウトのスクリプトトリガの設定

あるレイアウトに設定したスクリプトトリガを別のレイアウトに適用することはできません。 複数のレイアウトにスク
リプトトリガを割り当てるには、 各レイアウトで上記の手順を繰り返します。

主なレイアウトのスクリプトトリガ
よく使われるレイアウトのスクリプトトリガについて簡単に説明します。 詳しい説明や、 他のスクリプトトリガにつ
いては、 FileMaker Pro ヘルプのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

 • OnLayoutEnter
レイアウトのロード （表示） 直後にスクリプトが実行されます。 例えば、「一覧画面」 レイアウトへ移動したらソー
トや検索を実行する、 という場合などに利用できます。 プレビューモードでも実行されます。
なお、 このスクリプトトリガで実行されるスクリプトの最初の行に [新規ウインドウ] スクリプトステップを実行す
ると再帰処理になってしまいます。 何らかの方法でスクリプトを強制終了しなければ無限に反復されることにな
ります。
OnLayoutEnter スクリプトトリガは、 演習 10-21 （10.8.3） で動作を確認します。

 • OnLayoutExit
レイアウトを切り替える直前にスクリプトが実行されます。 プレビューモードでも動作します。

 • OnLayoutKeystroke
レイアウトモードで何か 1 つ以上の文字が入力されたときにスクリプトが実行されます。 プレビューモードでも
動作します。
入力された文字は、 次の関数を使って判断します。
 – Code 関数
 – Char 関数
 – Get ( トリガキー修飾キー ) 関数
 – Get ( トリガキー入力 ) 関数
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このスクリプトトリガを使用した場合の処理の流れは次のとおりです。

（1） キーボードでキーが押される
（2） クライアントの OS がキーを処理する （例えば、 OS のショートカットに該当するキー入力の場合はそ
れが実行され、 スクリプトトリガは処理されません）

（3） FileMaker Pro がキーを処理する （例えばショートカットに該当するキー入力の場合はそれが実行さ
れ、 スクリプトトリガは処理されません）

（4） OnObjectKeystroke トリガが設定されているアクティブなレイアウトオブジェクトからスクリプトトリガ
が有効になる

（5） 上のイベント後、 OnLayoutKeystroke トリガが有効になる

なお、 実行されたスクリプト内のエラーでスクリプトが終了できなかった場合、 トリガしたキーストロークは処理
されません。
FileMaker Go の場合は、 ユーザが入力したときにフィールドが有効である場合に限り、 アクティブになります。

 • OnGestureTap　（Windows、 iOS、 および iPadOS のみ）
レイアウト上でタップジェスチャが受信されたときにスクリプトを実行します。 次のジェスチャでこのトリガが有効
になります。
 – 1、 2、 または 3 本の指でのタップ （iOS および iPadOS）
 – 1 本の指でダブルタップ （iOS および iPadOS）
 – 2 本の指でのタップ （Windows）

1 本の指でダブルタップする場合は、 1 回目と 2 回目のタップのときに 2 回評価されます。

10.4.2  レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ
レイアウト上のオブジェクト （レイアウトオブジェクト） に移動したり、 オブジェクトから移動したり、 オブジェクト
の内容を変更したりしたときに対して、 レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガを設定することができます。
レイアウトオブジェクトに割り当てることができるスクリプトトリガは、 表 10.4-2 の 8 個です。 これらのスクリプ
トトリガは、 ブラウズモードでも検索モードでも使用することができます。
表 10.4-2 には、 それぞれのスクリプトトリガについて、 (1) スクリプトを実行するタイミングがトリガとなるイベ
ントの前か後かと、 (2) スクリプトトリガを実行できる製品 （互換性） を示しています。
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表10.4-2 レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ

(1) イベント (2) 互換性

名称 Pro Go WD FMS FMC DAPI CW

OnObjectEnter 後 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

OnObjectKeystroke 前 ○ ○

OnObjectModify 後 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

OnObjectValidate 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnObjectSave 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnObjectExit 前 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

OnPanelSwitch 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnObjectAVPlayerChange 後 ○

※(2) のタイトル行の記号は、 次の製品を示します。
Pro: FileMaker Pro, Go: FileMaker Go, WD: FileMaker WebDirect, FMS: FileMaker Server, 
FMC: FileMaker Cloud, DAPI: FileMaker Data API, CW: カスタム Web 公開

※( 2) の 「○」 は実行可能、 「△」 は条件付きで実行可能、 無記入は実行不可を示します。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘル
プのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガの設定方法
（1） レイアウトモードで、 スクリプトトリガを設定する 1 つまたは複数のレイアウトオブジェクトを選択します。
（2） [書式] メニューあるいは右クリックメニューから [スクリプトトリガ設定...] を選択し、 [スクリプトトリガ設定] 
ダイアログを表示します。 （図 10.4-2）

（3） スクリプトを実行するスクリプトトリガ名 （[イベント]） をダブルクリックし、 [スクリプト指定] ダイアログで、
スクリプトを選択します。

（4） オプションのスクリプト引数を指定する場合は、 入力します。
（5） [OK] をクリックして [スクリプト指定] ダイアログを閉じます。
（6） [スクリプトトリガ設定] ダイアログで、 スクリプトトリガを実行するモードを選択します。
（7） [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。
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図10.4-2 レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガの設定

主なレイアウトオブジェクトのスクリプトトリガ
よく使われるレイアウトオブジェクトのスクリプトトリガについて簡単に説明します。 詳しい説明や、 他のスクリプ
トトリガについては、 FileMaker Pro ヘルプのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

 • OnObjectEnter
レイアウトオブジェクトがアクティブになった直後にスクリプトが実行されます。
ユーザがフィールドのデータを編集する前に、 編集するフィールドと編集内容を取得することがでるので、 例えば、
レコードの変更ログを記録する機能に使用することができます。
ポータルでは、 ポータル行がアクティブになるたびに評価します。
アクティブになっていないボタンやタブコントロールは、 それらをクリックしただけでは評価されません。

 • OnObjectKeystroke
レイアウトオブジェクトがアクティブになり、 何か 1 つ以上の文字が入力されたときにスクリプトが実行されます。
OnLayoutKeystroke （10.4.1） の説明も参照してください。
フィールドオプションの [入力値の制限] オプションは、 アクティブなフィールドから抜けないと評価されません。
そのためこのトリガが役立つ場合があります。

 • OnObjectModify
レイアウトオブジェクトの値が変更された直後にスクリプトが実行されます。
OnObjectModify スクリプトトリガは、 演習 12-2 （12.1.4） で動作を確認します。

 • OnObjectSave
アクティブなレイアウトオブジェクトが検証されて保存された後、 フィールドを終了する前にスクリプトが実行さ
れます。
OnObjectSave スクリプトトリガは、 演習 9-7 （9.3.3） および演習 9-11 （9.4.4） で動作を確認しています。

 • OnObjectExit
アクティブなレイアウトオブジェクトが検証を終了する直前にスクリプトが実行されます。
[現在のスクリプト終了] スクリプトステップで結果が 「0」 （偽 = False） で終了するとレイアウトオブジェクトか
ら出られなくなるので注意してください。
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10.4.3  ファイルのスクリプトトリガ
カスタム App ファイルを開いたり閉じたりする場合、 または FileMaker Go でメディアファイルの再生状態が
変化した場合に対して、 ファイルのスクリプトトリガを割り当てることができます。
ファイルに割り当てることができるスクリプトトリガは、 表 10.4-3 の 5 個です。 表には、 それぞれのスクリプト
トリガについて、 (1) スクリプトを実行するタイミングがトリガとなるイベントの前か後かと、 (2) スクリプトトリガを実
行できる製品 （互換性） を示しています。

表10.4-3 ファイルのスクリプトトリガ

(1) イベント (2) 互換性

名称 Pro Go WD FMS FMC DAPI CW

OnFirstWindowOpen 後 ○ ○ ○ ○ ○

OnLastWindowClose 前 ○ ○ ○ ○ ○ △ △

OnWindowOpen 後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnWindowClose 前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OnFileAVPlayerChange 後 ○

※(2) のタイトル行の記号は、 次の製品を示します。
Pro: FileMaker Pro, Go: FileMaker Go, WD: FileMaker WebDirect, FMS: FileMaker Server, 
FMC: FileMaker Cloud, DAPI: FileMaker Data API, CW: カスタム Web 公開

※( 2) の 「○」 は実行可能、 「△」 は条件付きで実行可能、 無記入は実行不可を示します。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘル
プのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

ファイルのスクリプトトリガの設定方法
（1） [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。 （図 
10.4-3）

（2） スクリプトを実行するスクリプトトリガ名 （[イベント]） をダブルクリックし、 [スクリプト指定] ダイアログで、
スクリプトを選択します。

（3） [OK] をクリックして [スクリプト指定] ダイアログを閉じます。
（4） [OK] をクリックして [ファイルオプション] ダイアログを閉じます。
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図10.4-3 レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガの設定

主なファイルのレイアウトのスクリプトトリガ
よく使われるファイルのスクリプトトリガについて簡単に説明します。 詳しい説明や、 他のスクリプトトリガについ
ては、 FileMaker Pro ヘルプのスクリプトトリガリファレンスを参照してください。

 • OnFirstWindowOpen
カスタム App ファイルの最初のウインドウが開いた直後にスクリプトが実行されます。 ほとんどの場合は、 起
動時です。
関連ファイルが裏側で開いている （ウインドウが非表示になっている） と、 最初にウインドウが表示されたとき
に有効になります。
OnFirstWindowOpen スクリプトトリガは、 演習 12-1 （12.1.2） で動作を確認します。

 • OnLastWindowClose
ファイルの最後のウインドウが閉じる直前にスクリプトが実行されます。 ほとんどの場合はカスタム App ファイ
ルを閉じるときです。
関連ファイルの場合は、 ウインドウが非表示で開いている状態になります。
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10.5 変数とスクリプトの制御構造

10.5.1  変数 （ローカル変数、 グローバル変数）
変数は、 データを保存するための一時的な場所です。 FileMaker Pro では次の場所で定義して利用することが
できます。

 • Let 関数 （9.4.12） および While 関数 （9.4.11） を使用する計算式
 • [変数を設定]、 [フォルダパスを取得] などの特定の挿入スクリプトステップを使用したスクリプト

変数のうち、 Let 関数および While 関数の中で定義される変数 （関数変数） は、 その関数の中だけで有効で、
関数の外では利用できません。
一方、 スクリプト内で定義される変数は、 次の 2 種類があります。

 • ローカル変数
現在のスクリプト内のみで使用できます。 名前に 「$」 を接頭語として付けると、 ローカル変数になります。

 • グローバル変数
現在のファイル全体で使用できます。 名前に 「$$」 を接頭語として付けると、 グローバル変数になります。

ローカル変数またはグローバル変数に値を設定するには、 次のスクリプトステップを使用します。
 • [変数を設定] スクリプトステップ

変数は、 変数が定義されているファイルの外では使用できません。 また、 あるユーザがカスタム App 内で使っ
ている変数を、同じカスタム App を使っている他のユーザが使用することはできません。 他のファイルや複数のユー
ザが同じデータを使用する必要がある場合は、 変数ではなく （グローバル格納を使用しない） フィールドを使用し
てください。

グローバル変数の管理
グローバル変数は、 カスタム App ファイルを閉じると消去されます。 または、 同名の空欄のグローバル変数を
宣言しても消去されます。
グローバル変数をポータルフィルタに使用する場合は、 どのタイミングでグローバル変数の値をクリアするか、
検討しておく必要があります。 例えば、 ユーザがレイアウト A でポータルフィルタを使用した後、 レイアウト B に
切り替えて作業し、 再度レイアウト A に戻ったとき、 元のフィルタリングの状態のままがいいか、 フィルタリングさ
れていない方が良いかは、 あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
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演習 10-10  スクリプトでローカル変数を使う （画像データの書き出し）

フォルダ：演習10_10から11 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 オブジェクトフィールドに保存されている画像データをカスタム App ファイルの外部に書き出すス
クリプトの中で、 出力ファイルの指定にローカル変数を使う方法を確認します。
演習ファイルの 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトには、 「商品情報」 テーブルの 「商品画像」 フィールドに画
像データを書き出すためのボタン （ボタンバー） を用意しています。 このボタンをクリックすると、現在の 「商品情報」
レコードの 「商品画像」 フィールドをデスクトップに書き出すスクリプトを作成します。 （図 10.5-1）

図10.5-1 レイアウトオブジェクトのスクリプトトリガの設定

この演習では次の関数とスクリプトステップを使用します。

 • GetContainerAttribute 関数 （6.2.7）
 • Get ( デスクトップパス ) 関数 （9.4.14）
 • [変数を設定] スクリプトステップ ：
ローカル変数またはグローバル変数を指定値に設定します。
 • [フィールド内容のエクスポート] スクリプトステップ ：
アクティブなレコード内の 1 つのフィールドの内容を新しいファイルにエクスポートします。

なお、 「ユーティリティ」 テーブルには、 ファイル名を一時的にレイアウトに表示するために 「g_一時ファイル名」
というグローバルフィールド （テキストタイプ） を追加しています。
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1  演習ファイルを開いて、 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。

2  まず、 手動で 「商品画像」 フィールドのデータを書き出してみます。
a. 1 レコード目に移動します。
b. 「商品画像」 フィールドを右クリックし、 ショートカットメニューから [フィールド内容をエクスポー
ト...] を選択します。

c. [フィールド内容をエクスポート] ダイアログで保存先に 「デスクトップ」 を指定し、 [保存] ボタン
をクリックします。 （図 10.5-2）

図10.5-2 [フィールド内容をエクスポート] ダイアログ

d. デスクトップに、 ダイアログで表示されていたファイル名で画像ファイルが書き出されていること
を確認します。
この書き出しの操作を以下、 スクリプトで実現します。

3  書き出しのためのスクリプト 「画像をデスクトップに書出し」 を作成します。
a. 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 書き出し用のアイコン （図 10.5-3） をダブルクリックして、 このボタンバーセグメントに 「画像
をデスクトップに書出し」 というスクリプトが割り当てられていることを確認します。

図10.5-3 画像ファイル書き出し用のボタンバーセグメント
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c. スクリプト名をクリックして [スクリプトを編集] ダイアログを表示します。
「画像をデスクトップに書出し」 スクリプトは、 最初はコメント行だけです。

d. コメント 「フィールド内容からファイル名を取得する」 に対応するステップとして、 次のステップを
入力します。 [変数を設定] スクリプトステップのオプション [値:] は [計算式の指定] ダイアログ
で入力します。 （図 10.5-4）
このステップは、「商品画像」 フィールドに入力されている画像データから GetContainerAttribute 
関数でファイル名を取得し、 それをローカル変数 「$バイナリファイル名」 に設定します。

変数を設定 [ $バイナリファイル名 ; 値 : GetContainerAttibute ( 商品
管理::商品画像 ; "filename" ) ]

図10.5-4 ローカル変数に値を設定

e. コメント 「g_一時ファイル名にファイル名を設定する」 に対応するステップとして、 次のステップ
を入力します。
このステップは、「ユーティリティ」 テーブルの 「g_一時ファイル名」 フィールドにローカル変数 「$
バイナリファイル名」 を設定します。

フィールド設定 [ z_ユーティリティ::g_一時ファイル名 ; $バイナリファイル名 ]

f. コメント 「デスクトップパスを取得する」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。
このステップは、 Get (デスクトップパス) 関数で取得したファイルパスに接頭語 「file:」 を付加し、
それをローカル変数 「$パスとファイル名」 に設定します。

変数を設定 [ $パスとファイル名 ; 値: "file:" & Get ( デスクトップパス ) ]
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g. コメント 「デスクトップパスとファイル名を連結する」 に対応するステップとして、 次のステップを
入力します。
このステップは、 上で設定したローカル変数 「$パスとファイル名」 に 「$バイナリファイル名」
を連結して、 元の 「$パス名とファイル名」 に設定します。

変数を設定 [ $パスとファイル名; $パスとファイル名 & $バイナリファイル名 ]

h. コメント 「フィールド内容を書き出す」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。
このステップは、 「商品画像」 フィールドに入力されている画像データをローカル変数 「$パス名
とファイル名」 で設定されている先に書き出します。 書き出し先は [出力ファイルを指定] ダイア
ログで指定します。 （図 10.5-5）

フィールド内容のエクスポート [ 商品情報管理::商品画像 ; 「$パスとファイル名」 ; フォ
ルダを作成: オフ]

図10.5-5 [フィールド内容のエクスポート] スクリプトステップの [出力ファイルを指定] オプション

i. 最終的に図 10.5-6 のようなスクリプトになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。
j. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
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図10.5-6 「画像をデスクトップに書出し」 スクリプトステップ

4  「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. 書き出し用ボタンをクリックすると、 ボタンバーの横にファイル名が表示されることを確認します。
b. デスクトップに、 表示されたファイル名で 「商品画像」 フィールドの内容が書き出されていること
を確認します。

c. スクリプトデバッガ （10.2.2） とデータビューア （10.2.3） を表示します。
d. 別のレコードに移動して、 書き出し用ボタンをクリックします。
e. スクリプトデバッガでステップインしながら、 データビューアで各ローカル変数の値がどのように変
わっていくかを確認してください。 （図 10.5-7）
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図10.5-7 スクリプトデバッガとデータビューアで動作を確認

演習終わり

演習 10-11  スクリプトでグローバル変数を使う （画像データの取り込み）

フォルダ：演習10_10から11 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 画像データをフィールドに取り込むスクリプトの中で、 ファイルパスのファイルの指定にグローバ
ル変数を使う方法を確認します。
演習 10-10 では、 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトに 「商品情報」 テーブルの 「商品画像」 フィールドに画
像データを書き出すためのボタン （ボタンバー） を作成しました。 その横に画像データを取り込むボタンも用意し
ています。 このボタンをクリックすると、 「ユーティリティ」 テーブルの 「g_一時ファイル名」 フィールドの名前を持
つデスクトップ上のファイルを、 現在の 「商品情報」 レコードの 「商品画像」 フィールドに取り込むスクリプトを作
成します。
この演習では次の関数とスクリプトステップを使用します。

 • Get ( デスクトップパス ) 関数 （9.4.14）
 • [変数を設定] スクリプトステップ ：
ローカル変数またはグローバル変数を指定値に設定します。
 • [ファイルを挿入] スクリプトステップ ：
ファイルまたはファイル参照を現在のオブジェクトフィールドまたは変数にインポートします。
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1  演習ファイルを開いて、 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。

2  まず、 手動で 「商品画像」 フィールドに画像ファイルを取り込んでみます。
a. 最後のレコード （50 番目のレコード） に移動して、 演習 10-10 で作成した画像データ書き出
しボタンをクリックします。

b. ボタンバーの横にファイル名が表示され、 デスクトップにそのファイルが書き出されていることを
確認します。

c. 新規レコードを作成します。
d. 新規レコードの 「商品画像」 フィールドを右クリックし、 ショートカットメニューから [ピクチャを
挿入...] を選択します。

e. ダイアログで 「デスクトップ」 を指定し、 [挿入] ボタンをクリックします。 （図 10.5-8）
f. 「商品画像」 フィールドに画像ファイルの内容が取り込まれたことを確認します。
この取り込みの操作を以下、 スクリプトで実現します。

図10.5-8 [ピクチャを挿入...] のファイル選択ダイアログ

3  取り込みのためのスクリプト 「画像をデスクトップから取り込み」 を作成します。
a. 「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードに切り替えます。
b. 取り込み用のアイコン （図 10.5-9） をダブルクリックして、 このボタンバーセグメントに 「画像
をデスクトップから取り込み」 というスクリプトが割り当てられていることを確認します。
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図10.5-9 画像ファイル取り込み用のボタンバーセグメント

c. スクリプト名をクリックして [スクリプトを編集] ダイアログを表示します。
「画像をデスクトップから取り込み」 スクリプトも、 最初はコメント行だけです。

d. コメント 「デスクトップパスを取得する」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。
このステップは、 グローバル変数 「$$パス」 に値が設定されていなかったらデスクトップパスの
先頭に接頭語 「file:」 を付けたテキストを設定します。 これによって、 スクリプトを次に実行す
るときにはグローバル変数に設定した値をそのまま使うことができます （ただし、 グローバル変
数はファイルを閉じると消去されます）。

If [ IsEmpty ( $$パス ) ]
        変数を設定 [ $$パス ; 値: "file:" & Get ( デスクトップパス ) ]
End If

e. コメント 「ファイル名を取得する」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。
このステップは、 グローバルフィールド 「g_一時ファイル名」 に設定されたパス名をローカル変
数 「$ファイル名」 に設定します。

変数を設定 [ $ファイル名 ; 値: z_ユーティリティ::g_一時ファイル名 ]

f. コメント 「デスクトップパスとファイル名を連結する」 に対応するステップとして、 次のステップを
入力します。
このステップは、 ローカル変数 「$パスとファイル名」 に 「$$パス」 と 「$ファイル名」 を連結
した値を設定します。

変数を設定 [ $パスとファイル名; $$パス & $ファイル名 ]
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g. コメント 「ファイルを取り込む」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。 [ファイ
ルを挿入] スクリプトステップのオプションはオプションダイアログで入力します。
このステップは、ローカル変数 「$パスとファイル名」 で指定されたファイルを 「商品画像」 フィー
ルドに取り込みます。

ファイルを挿入 [ 挿入 ; 内容を表示 ; 可能な場合圧縮 ; ターゲット: 商品情報管
理::商品画像 ; 「$パスとファイル名」 ]

オプション 値

[ダイアログオプション: 格納オプション:] 挿入

[ダイアログオプション: 表示:] ファイルの内容 （表示可能な場合）

[ダイアログオプション: 圧縮:] 圧縮 （可能な場合）

[ターゲット] 商品情報管理： :商品画像

[ソースファイルの指定] $パスとファイル名

h. 最終的に図 10.5-10 のようなスクリプトになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。
i. 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  「商品管理 | 一覧詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. 最初に作成した新規レコードの 「商品画像」 フィールド上でショートカットメニューから [カット] 
を選択し、 手動で挿入した画像ファイルを消去します。

b. スクリプトデバッガ （10.2.2） とデータビューア （10.2.3） を表示します。
c. レイアウト上の取り込みボタンをクリックし、 スクリプトデバッガでステップインしながら動作を確
認します。

d. 最初はグローバル変数 「$$パス」 に値が設定されていないので、 スクリプトデバッガ上でスクリ
プト値を設定する行に移動し、 その後値が設定されることをデータビューアで確認します。

e. 「商品画像」 フィールドに画像ファイルの内容が取り込まれることを確認します。
f. スクリプトが終了しても、 グローバル変数 「$$パス」 がデータビューアに残っていることを確認
します。
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図10.5-10 「画像をデスクトップから取り込み」 スクリプトステップ

g. もう一度、 「商品画像」 フィールドの内容を [カット] で消去します。
h. 再度、 レイアウト上の取り込みボタンをクリックし、 スクリプトステップインしながら動作を確認し
ます。

i. 今度はグローバル変数 「$$パス」 に値が設定されているので、 スクリプトデバッガ上でスクリプ
ト値をスキップすることを確認します。

演習終わり
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10.5.2  条件分岐
スクリプトでは、 特定の条件に当てはまるときにスクリプト内の処理の流れを変更することが多々あります。 これ
を条件分岐と言います。
条件分岐は、 分岐する条件によって次の 2 種類があります。

 • データによる分岐 （引数、 変数、 フィールド値）
 • スクリプトとユーザの対話による分岐 （カスタムダイアログでユーザが選択）

上記のうち、 カスタムダイアログを使った条件分岐については 10.6.1 節で確認します （[カスタムダイアログを
表示] スクリプトステップを使用）。

データによる分岐
スクリプト内で条件分岐をするには、 [If], [Else If], [Else], [End If] スクリプトステップを使います。
[If] スクリプトステップと [End If] スクリプトステップは必ずペアで使用します。 [If] スクリプトステップでは、 計
算式の結果がゼロ以外の数字であれば真 （True） を評価され、 後に続くスクリプトステップが実行されます。 これ
が最もシンプルな使用方法です。

If [ ここに条件 （計算式） を設定する ]
    条件 （(計算式） の結果が 「真 （True)」 だったら実行する内容
End If

[Else] スクリプトステップは、 その後に続くステップを、 [If] スクリプトステップの条件式が 「偽 （False）」 と評
価された場合に実行します。

If [ ここに条件 （計算式） を設定する ]
    条件 （計算式） の結果が 「真 （True）」 だったら実行する内容
Else

    条件 （計算式） の結果が 「偽 （False）」 だったら実行する内容
End If

[If] スクリプトステップと共に [Else] スクリプトステップを使う方法が最も一般的です。 [If][Else][Else If] の各
スクリプトステップの具体的な使い方については、 演習 10-9 も参照してください。
[If] スクリプトステップと [Else] スクリプトステップあるいは [End If] スクリプトステップの間に [Else If] スクリ

プトステップを置くことで、 さらに条件を追加することができます。 次のような形で、 [Else If] スクリプトステップは
いくつでも挟めます。 複数の [Else If] スクリプトステップを設定すると、 最初に 「真 （True）」 になった条件 （計
算式） の後に記述されているスクリプトステップのみを実行します。
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If [ここに条件 （計算式） を設定する]
    条件 （計算式） の結果が 「真 （True）」 だったら実行する内容
Else If [ 2 番目の条件 （計算式） ]
    2 番目の条件の結果が 「真 （True）」 だったら実行する内容
Else If [ 3 番目の条件 （計算式） ]
    3 番目の条件の結果が 「真 （True）」 だったら実行する内容
（省略）
Else

    これまでの条件 （計算式） の結果がすべて 「偽 （False）」 だったときに実行する内容
End If

10.5.3  繰り返し処理 （ループ）
スクリプト内でループを作成し、 条件が満足されるまでスクリプト内の一連のステップを繰り返し実行することが
できます。
繰り返し処理には [Loop] スクリプトステップと [End Loop] スクリプトステップをペアで使います。
繰り返し処理の終了条件を指定する場合は、 [Exit Loop If] スクリプトステップを使います。

Loop

    繰り返す内容
    Exit Loop If [ ループを終了する条件 （計算式） ]
End Loop

繰り返し処理内で [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステップまたは [ポータル内の行へ移動] スクリ
プトステップを使う場合は、 それらのスクリプトステップの [最後まできたら終了] オプションを 「オン」 にすること
によって、 [Exit Loop If] スクリプトステップを使わずにループを終了することができます。

Loop

    // 繰り返す内容
    レコード/検索条件/ページへ移動 [ 次の ; 最後まできたら終了 : オン ]
End Loop

レコードを移動しながら繰り返し処理を実行するには、 上記 [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステッ
プの [最後まできたら終了] オプションを 「オン」 に設定する方法が有効です。 しかし、 それ以外の繰り返し処理
の場合には、 [Exit Loop If] スクリプトステップを使って終了判定をします。
これらスクリプトステップの具体的な使用方法については、 演習 10-16、 10-17 を参照してください。
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ウインドウの固定
繰り返し処理を実行すると、 処理内容やレコードの件数にもよりますが、 ユーザが見ている画面の中で、 レイア
ウトが目まぐるしく変化したり、 レコードが移動したりする様子が見える場合があります。
繰り返し処理を実行中に処理中の画面の内容をユーザに表示しないようにするためには、 [Loop] スクリプトス
テップの前に次のスクリプトステップを記述します。

 • [ウインドウの固定] スクリプトステップ

これにより、 スクリプトが終了するまで、 ウインドウの内容が更新されなくなります。 なお、 スクリプトの途中で
ウインドウの固定を解除するには、 次のどちらかのスクリプトステップを使います。

 • [ウインドウ内容の再表示] スクリプトステップ
 • [スクリプトの一時停止/続行] スクリプトステップ

繰り返し処理は、 検索処理 （10.7.2） の結果の対象レコードに対して、 順に処理を実行する場合に用いられる
ことが多いです （10.7.4）。 演習 10-16 および演習 10-17 を参照してください。

10.5.4  タイマー
次のスクリプトステップを使って、 指定したスクリプトを指定した時間間隔でクライアントで実行することができます。

 • [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップ

このスクリプトステップは、 例えば次のようなシーンで利用できます。

 • 1 時間ごとに 「立ち上がって軽く体を動かしましょう」 というカスタムメッセージを表示し、 7 時間後
に終了する
 • ハイキング中に 10 分おきに現在の緯度経度と歩数をレコードに記録する （FileMaker Go で使用）

このスクリプトステップは、 実行されるとウインドウごとに 1 つのタイマーを設定します。 設定されたタイマーに
は次のような特徴があります。

（1） [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップが実行されたときにアクティブなウインドウにタイ
マーが設定される

（2） 1 ウインドウに 1 つのタイマーだけを設定できる
（3） 既にタイマーが設定されているウインドウに別のタイマーを設定すると、 前のタイマーは取り消される
（4） タイマーが設定されているウインドウを閉じるとタイマーは取り消される
（5） 複数のウインドウで、 それぞれ別のタイマーを実行させることができる
（6） 既にタイマーが設定されているウインドウをアクティブにしてユーザやスクリプトが新規ウインドウを作成する
と、 新しいウインドウにタイマーが引き継がれる
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タイマーのキャンセル
既に設定されているタイマーをキャンセルするには、 次の方法があります。  

 • ウインドウを閉じる
 • 実行するスクリプトを指定せずに [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップを実行
 • 時間間隔に 0 秒または空欄を指定して [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップを
実行

時間のカウント
タイマーで設定した時間内にユーザがカスタム App で入力作業などをしている場合、 FileMaker Pro はその
作業終了を待ってからスクリプトを実行します。 そして、 スクリプトの開始後に次のタイマーを開始します。 つまり、
指定されたスクリプトが実行される時間間隔は、 厳密には指定した時間間隔ではない場合があります。
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10.6 スクリプトによる対話とエラー処理

10.6.1  カスタムダイアログを使った条件分岐
条件分岐 （10.5.2） によって実行する処理を分ける際、 フィールド値や引数あるいは変数の値によって実行する
処理を決める他に、 スクリプトがユーザと対話し、 ユーザが処理を選択するという方法があります。
スクリプトとユーザの対話による分岐には次の 2 つの要素を使います。

 • [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップ
 • Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数 （9.4.14）

これらを使って、 例えば印刷や PDF 保存をする際 （10.6.2） や、 エラーが起こった際 （10.6.3） にユーザと
対話して処理を進めることができます。

[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップ
[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップは次の 3 つの用途に利用することができます。

1. ユーザにメッセージを表示する
2. ユーザに提示した選択肢から選択してもらう
3. ユーザに値を入力してもらう

上記のうち、 ユーザに表示するメッセージは、 オプションダイアログ （図 10.6-1） の [一般] タブで設定します。
カスタムダイアログの [タイトル] および [メッセージ] は、 いずれも文字列または計算式 （[指定 ...] ボタンをクリッ
ク） で指定することができます。
ユーザに選択肢から選択してもらう場合は、 オプションダイアログの [一般] タブの下半分で選択肢のボタンを設
定します。
カスタムダイアログに表示する選択肢は、 最大 3 つ設定できます。 このうち [デフォルトボタン] は、 カスタムダ
イアログの表示中に [Enter] または[return] キーを押すと選択されるものです。 ユーザにメッセージを表示する際
には、 このデフォルトボタンのみを表示します。
複数の選択肢を提示する場合は、 [デフォルトボタン]の他、 [ボタン 2]、 [ボタン 3] を使います。 ボタン名も文
字列または計算式を指定することができます。 カスタムダイアログ上でのボタンの表示順は、 左から [ボタン 3][ボ
タン 2][デフォルトボタン] です。 （図 10.6-1 右）
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図10.6-1 [カスタムダイアログを表示] オプションの [一般] タブとカスタムダイアログ例

ユーザに値を入力してもらいたい場合は、 オプションダイアログの [入力フィールド] タブで設定します。 （図 
10.6-2）
ユーザが入力した値を設定する先 （ターゲット） としては、 フィールド名あるいは変数名を最大 3 つまで設定で
きます。  [ターゲットを指定] ダイアログで目的のフィールドを直接指定することもできますが、 図 10.6-2 のよう
にグローバルフィールド （4.4） や変数名 （10.5.1） を指定しておくと、ユーザが入力した後に、値を使った処理 （例
えばスクリプト内で入力値を使ってなんらかの判断をしてから適切なフィールドに入力するなど） ができるので便利
です。
カスタムダイアログの入力フィールドの上に表示する [ラベル] は、 文字列または計算式 （[指定 ...] ボタンでを
クリック） で指定できます。
なお、 [パスワード文字 (*) を使用] オプションを選択すると、 入力された文字を 「●」 でマスクして表示するこ
とができます。 （図 10.6-2 の 「入力フィールドその３」）
カスタムダイアログを使ってユーザが値を入力するようにする具体的な処理は、 演習 10-17 を参照してください。
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図10.6-2 [カスタムダイアログを表示] オプションの [入力フィールド] タブとカスタムダイアログ例

Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数
[カスタムダイアログを表示] スクリプトステップで表示したカスタムダイアログ上でユーザがどのボタンをクリック
したかを取得するには、 Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数 （9.4.14） を使用します。
この関数は、 ユーザが指定したボタンを次の番号 （数値） で返します。

 • デフォルトボタン ： 1
 • ボタン 2 ： 2
 • ボタン 3 ： 3

スクリプトでは、 カスタムダイアログを表示した後、 この関数で取得した数値を使用した条件分岐によって処理を
切り替えることができます。
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10.6.2  対話により印刷する / PDF 保存する
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 スクリプトを使って印刷や PDF 出力するボタンを作成す
る方法を確認しました。
ここではさらに、 ユーザと対話することによって出力処理を分岐する方法を確認します。
演習で使用している 「見積作成管理システム」 の要件定義 （2.2.1） に、 次のような要件があったとします。

 • 見積書を A4 縦 1 枚で印刷または PDF 出力する
 • 見積書と同じ内容の発注書を A4 縦 1 枚で印刷または PDF 出力する

この要件を実現する機能の要素は、 次のように考えられます。

(1) いつ  ユーザの任意
(2) どこで 「見積詳細」 レイアウト
(3) 誰が  ユーザ
(4) なにを 現在表示している見積の 「見積情報」 レコード
(5) なぜ  顧客に提示するため
(6) どのように  「見積発注書|印刷用」 レイアウトのレコード （1 件） を A4 縦サイズで 印刷あるいは 

PDF 保存する 

「(6) どのように」 の部分をさらにブレークダウンすると、 スクリプトの基本的な流れは次のようになります。

（1） ユーザが 「印刷」 ボタンをクリックする
（2） 見積発注書|印刷用」 レイアウトへ切り替える
(2-1) 対象レコードを 1 件にする

（3） 用紙サイズを確認する （A4 サイズ）
（4） 印刷 （PDF 作成） する、 あるいは PDF 保存する
（5） 元のレイアウト （「見積詳細」 レイアウト） へ戻る 

ここで、 上記ステップ (4) で印刷するか、 あるいは PDF 保存するかを決定するために、 ユーザと対話すること
にします。 この対話は、 ユーザが 「印刷」 ボタンをクリック （ステップ (1)） した後にカスタムダイアログ （10.6.1）
を表示することによって行います。
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（1） ユーザが 「印刷」 ボタンをクリックする

（2） カスタムダイアログを表示し、 印刷あるいは PDF 保存するかどうかを確認する
（3） ユーザの回答を取得する
（4） ユーザが 「印刷する」 と答えた場合：
(4-1) 「見積発注書|印刷用」 レイアウトへ切り替える
 (4-1-1) 対象レコードを 1 件にする
(4-2) 用紙サイズを確認する （A4 サイズ）
(4-3) 印刷する
(4-4) 元のレイアウト （「見積詳細」 レイアウト） へ戻る

（5） ユーザが 「PDF 保存する」 と答えた場合：
(5-1) 「見積発注書|印刷用」 レイアウトへ切り替える
 (5-1-1) 対象レコードを 1 件にする
(5-2) 用紙サイズを確認する （A4 サイズ）
(5-3) PDF 保存する
(5-4) 元のレイアウト （「見積詳細」 レイアウト） へ戻る

さらに、 ユーザが間違って 「印刷」 ボタンをクリックしてしまった場合や、 「印刷」 ボタンをクリックした後で入
力ミスなどに気がついて印刷を続行したくない場合を考えます。
このためには、 ユーザが 「印刷」 ボタンをクリックした後、 本当に印刷を実行してよいかを確認します。 この対
話は、 上記の 「印刷するか」 あるいは 「PDF 保存するか」 と同列で行うことができます。
したがって、 スクリプトの流れは次のようになります。

（1） ユーザがボタンをクリックする

（2） カスタムダイアログを表示し、 印刷または PDF 保存するか、 あるいは中止するどうかを確認する
（3） ユーザの回答を取得する
（4） ユーザが 「印刷する」 と答えた場合：
(4-1) 「見積発注書|印刷用」 レイアウトへ切り替える
 (4-1-1) 対象レコードを 1 件にする
(4-2) 用紙サイズを確認する （A4 サイズ）
(4-3) 印刷する
(4-4) 元のレイアウト （「見積詳細」 レイアウト） へ戻る 

（5） ユーザが 「PDF 保存する」 と答えた場合：
(5-1) 「見積発注書|印刷用」 レイアウトへ切り替える
 (5-1-1) 対象レコードを 1 件にする
(5-2) 用紙サイズを確認する （A4 サイズ）
(5-3) PDF 保存する
(5-4) 元のレイアウト （「見積詳細」 レイアウト） へ戻る 

（6） ユーザが 「中止する」 と答えた場合、 なにもしない
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この処理を実現するスクリプト作成の具体的な流れは、 演習 10-12 を参照してください。
上記スクリプトを実現する主な関数、 スクリプトステップは次のとおりです。

 • (2) ： [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップ
 • (3) ： Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数
 • 条件分岐： [If] [End If] スクリプトステップ
 • (4-2) ： [印刷設定] スクリプトステップ
 • (4-3) ： [印刷] スクリプトステップ
 • （5-3) ： [レコードを PDF として保存] スクリプトステップ

演習 10-12  カスタムダイアログで印刷 / PDF 保存を切り替える

フォルダ：演習10_12から13 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 10.6.2 節で検討した流れに沿って、 見積書および発注書を印刷あるいは PDF 保存するスクリ
プトを作成します。
作成するスクリプトは、 「見積詳細」 レイアウトの右上の 「印刷」 ボタン （ボタンバーの 「プリンタ」 アイコンが
割り当てられているセグメント） に割り当てます。
処理を選択するカスタムダイアログには次の 3 つのボタンを表示し、 ユーザに選択してもらうことにします。

 • デフォルトボタン ： 印刷する （ステップ (4)）
 • ボタン2 ： PDF 保存する （ステップ (5)）
 • ボタン3 ： やめる （なにもしない） （ステップ (6)）

使用するレイアウトは 「見積発注書 | 印刷用」 レイアウトです。 このレイアウトには 「お見積書」 の後に 「発注
書」 が配置されていて、 A4 縦で印刷あるいは PDF 保存するとそれぞれ別のページに出力されるようになってい
ます。 （図 10.6-3）
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図10.6-3 「見積発注書 | 印刷用」 レイアウト

1  [スクリプトワークスペース] で 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプトを開きます。 
最初は、 ヘッダ部とコメントのみが作成されています。

2  スクリプトにコメント 「カスタムダイアログを表示し、 印刷またはPDF保存するか、 あるいは中止するか
どうかを確認する」 に対応するステップを追加します。
a. コメントの下に [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、 次のオプションを設定
します。 （図 10.6-4）

オプション 値

[タイトル] 印刷またはPDF保存

[メッセージ] 見積書と発注書を印刷または PDF 保存しますか？

デフォルトボタン "印刷"とし、 [データを確定] はオン

ボタン 2 "PDF"とし、 [データを確定] はオン

ボタン 3 "やめる"とし、 [データを確定] はオフ
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図10.6-4 [カスタムダイアログを表示] のオプションダイアログ

3  コメント 「ユーザの回答を取得する」 に対応するステップと条件分岐を追加します。
a. カスタムダイアログの選択結果による条件分岐を入力します。
カスタムダイアログの選択結果は、 Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数を使用します。

If [ Get ( 最終メッセージ選択 ) = 1 ]
End If 

4  コメント 「ユーザが『 印刷する』 と答えた場合」 に対応するステップを追加します。 （ステップ (4)）
a. カスタムダイアログで 「印刷」 が選択された場合には、Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数は 「1」
を返します。 よって、現時点の [If] スクリプトステップの次の行に 10.6.2 節の （4-1） ～ （4-4）
の処理を追加します。
コメント行 「ユーザが『 印刷する』 と答えた場合」 を [If] スクリプトステップの下にドラッグ & 
ドロップで移動します。

b. [レイアウト切り替え] スクリプトステップを挿入します。 （ステップ （4-1））
オプションで、 切り替え先のレイアウト 「見積発注書|印刷用」 を指定します。

c. [印刷設定] スクリプトステップを挿入して用紙サイズを A4 サイズに設定します。（ステップ （4-2））
オプション [ダイアログあり:] はオフにします。
歯車アイコンをクリックして、 オプション [用紙設定の指定] をチェックして [ページ設定] ダイア
ログで次のオプションを設定します。
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オプション 値

[対象プリンタ] （お手元のプリンタを選択してください）

[用紙サイズ] A4

[方向] 縦

[拡大縮小] 100%

d. 印刷を実行する [印刷] スクリプトステップを挿入します。 （ステップ （4-3））
オプション[ダイアログあり:] は 「オン」 とします。
さらに、 オプションで 「現在のレコード」 を選択します。 この選択方法は、 Windows 版と 
macOS 版とで次のように異なります。

 • （Windows） [印刷] ダイアログで [印刷:] から 「現在のレコード」 を選択
 • （macOS） [プリント] ダイアログで [詳細を表示] をクリックし、 [ページ] の下のポップアッ
プメニューから [FileMaker Pro] を選択して、 [印刷:] の 「現在のレコード」 を選択 （図 
10.6-5）

図10.6-5 [プリント] ダイアログ （macOS）

e. 最後に、 元の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を挿入します。 切
り替え先のレイアウトは指定せず、 オプションは 「元のレイアウト」 のままとします。

f. この時点でのスクリプトが図 10.6-6 のようになっていることを確認してください。
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図10.6-6 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプト （ステップ (4) まで）

5  コメント 「ユーザが『 PDF 保存する』 と答えた場合」 に対応するステップを追加します。 （ステップ (5)）
a. カスタムダイアログで 「PDF 保存」 が選択された場合には、 Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数
は 「2」 を返します。 よって、 現時点の [End If] スクリプトステップの前に [Else If] スクリプト
ステップを挿入し、 分岐の条件を設定します。

b. コメント行 「ユーザが『 PDF 保存する』 と答えた場合」 を [Else If] スクリプトステップの下に
ドラッグ & ドロップで移動します。
[Else If] と [End If] スクリプトステップの間に 10.6.2 の （5-1） ～ （5-4） の処理を追加し
ていきます。

Else If [ Get ( 最終メッセージ選択 ) = 2 ] // 「PDF」 が選択された場合
の条件分岐
        # ユーザが 「PDF 保存する」 と答えた場合
End If 

c. (4) の 「印刷」 の場合と同様に、 [レイアウト切り替え] および [印刷設定] スクリプトステップを
挿入します （(4) で設定した行をコピー＆ペーストして利用できます）。

d. PDF 保存のための [レコードをPDFとして保存] スクリプトステップを追加します。 （ステップ 
(5-3)）
オプション [ダイアログあり:] はオン、 [フォルダを作成:] はオフのままとします。
[オプションを指定] の 「指定...」 ボタンをクリックし、 次のオプションを設定します。 （図 10.6-7）
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オプション 値

[保存] 現在のレコード

図10.6-7 [レコードを PDF として保存] のオプションダイアログ

e. 最後に、 元の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を挿入します。 切
り替え先のレイアウトは指定せず、 オプションは 「元のレイアウト」 とします。

f. この時点でのスクリプトが図 10.6-8 のようになっていることを確認してください。

図10.6-8 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプト （ステップ (5) ）
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6  コメント 「ユーザが『 中止する』 と答えた場合」 に対応するステップを追加します。 （ステップ (6)） 
なお、 この場合は 「なにもしない」 ので、 省略しても構いません。
a. カスタムダイアログで 「PDF 保存」 が選択された場合には、 Get ( 最終メッセージ選択 ) 関数
は 「3」 を返します。 これまでの 「1」 でも 「2」 でもない、 ということから現時点の [End If] 
スクリプトステップの前に [Else] スクリプトステップを挿入し、 分岐の条件を設定します。

b. コメント行 「ユーザが『 中止する』 と答えた場合」 を [Else] スクリプトステップの下にドラッグ 
& ドロップで移動します。
[Else] と [End If] スクリプトステップの間には、 何もステップを追加しません。

Else // 「やめる」 が選択された場合の条件分岐
        # ユーザが 「中止する」 と答えた場合
End If 

7  スクリプトを保存します。 （スクリプトはこまめに保存しましょう。）

8  「見積詳細」 レイアウトのプリンタアイコンにスクリプトを割り当てます。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 印刷ボタン （図 10.6-9） に作成した 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプトを割り当てます。
c. レイアウトを保存し、 ブラウズモードに切り替えます。

図10.6-9 「印刷」 ボタン

9  「印刷」 ボタンの動作を確認します。 （カスタムダイアログで 「やめる」 を選択する場合）
a. 「見積詳細」 レイアウトで 1 件目の見積番号 「10001」 へ移動します。
b. 「印刷」 ボタンをクリックし、 カスタムダイアログ （図 10.6-10） が表示されることを確認します。

図10.6-10 「印刷または PDF 保存」 カスタムダイアログ
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c. 「やめる」 をクリックすると、 ダイアログが消えて何も起こらないことを確認します。

10  「印刷」 ボタンの動作を確認します。 （カスタムダイアログで 「PDF 保存」 を選択する場合）
a. 「印刷」 ボタンをクリックし、 カスタムダイアログの 「PDF 保存」 ボタンをクリックします。
b. 「見積発注書 | 印刷用」 レイアウトに切り替わることを確認します。
c. 表示された [レコードをPDFとして保存] ダイアログでファイルの保存先を選択し、 「保存」 ボタ
ンをクリックします。 （図 10.6-11）

d. 元の 「見積詳細」 レイアウトに戻ることを確認します。
e. 保存先に 「お見積書」 と 「発注書」 が入った 1 つの PDF ファイルが保存されていることを確
認します。

図10.6-11 [レコードを PDF として保存] ダイアログ

11  「印刷」 ボタンの動作を確認します。 （カスタムダイアログで 「印刷」 を選択する場合）
a. 「印刷」 ボタンをクリックし、 カスタムダイアログの 「印刷」 ボタンをクリックします。
b. 「見積発注書 | 印刷用」 レイアウトに切り替わることを確認します。
c. （プリンタ環境がある場合のみ） [プリント] ダイアログで 「プリント」 ボタンをクリックし、 印刷
が実行されることを確認します。

d. （プリンタ環境がない場合、 あるいは、 もう一度 「印刷」 ボタンをクリックして） [プリント] ダイ
アログで 「キャンセル」 ボタンをクリックします。

e. 図 10.6-12 のような警告ダイアログが表示されることを確認します。
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図10.6-12 印刷キャンセル時の警告ダイアログ

f. [続行] ボタンをクリックすると、 元の 「見積詳細」 レイアウトに戻ることを確認します。

12  余裕があれば、 スクリプトデバッガとデータビューアを表示して、 スクリプトの条件分岐と動作を確認して
ください。

演習終わり

10.6.3  対話によりエラーを処理する
10.6.2 節の演習 10-12 では、 カスタムダイアログで 「印刷」 を選択した後に [プリント] ダイアログで [キャン
セル] ボタンをクリックすると、 図 10.6-12 の警告ダイアログが表示されることを確認しました。

図10.6-12  印刷キャンセル時の警告ダイアログ （再掲）

これは FileMaker Pro の標準のエラーメッセージで、 「印刷がキャンセルされた」 ことを FileMaker Pro が
エラーとして捉えたためです。
ここで 「続行」 をクリックすると、 このスクリプトの場合は正常に処理が完了して元に 「見積詳細」 レイアウトに
戻ります。
一方、 [キャンセル] をクリックすると、 スクリプトが中断して、 「見積発注書 | 印刷用」 レイアウトのままで終了し
てしまいます。 しかし、 ユーザが [キャンセル] をクリックしないように、 このエラーメッセージに [キャンセル] ボ
タンを表示しないように変更することはできません （なお、 10.7.3 節の [ユーザによる強制終了を許可] スクリプト
ステップで表示されないようにすることはできます）。
実は、カスタムダイアログで 「PDF 保存」 を選択した後に [レコードを PDF として保存する] ダイアログで[キャ
ンセル] をクリックしたときも、 同様に図 10.6-13 のような警告ダイアログが表示され、 このダイアログで [キャン
セル] をクリックするとスクリプトが中断されます。
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図10.6-13 PDF 保存キャンセル時の警告ダイアログ

このような FileMaker Pro のエラーが起こったときに、 図 10.6-12 や図 10.6-13 のような標準の警告ダイア
ログを表示せず、 適切に処理してスクリプトを実行し続ける （あるいは終了する） ことができます。 このためには、
次のスクリプトステップと関数を利用します。

 • [エラー処理] スクリプトステップ
 • Get ( 最終エラー ) 関数 （9.4.14）

[エラー処理] スクリプトステップと Get ( 最終エラー ) 関数は、 条件分岐と組み合わせて、 例えば次のように使
用します。

エラー処理 [ オン ]
（スクリプト内でエラー処理をしたい処理）
If [ Get ( 最終エラー ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ タイトル : "エラー" ; "ユーザによりキャンセルされました" ]
End If

エラー処理 [ オフ ]

[エラー処理] スクリプトステップ
[エラー処理] スクリプトステップは、 FileMaker クライアントによる標準のエラー （警告） メッセージを表示さ
れないように、 あるいは、 表示されるようにするものです。 つまり、 このスクリプトステップを使用することによっ
て、 FileMaker クライアントにエラー処理 （警告） を任せるのではなく、 開発者がエラーが起きた時の対応 （処理）
を決めることができます。
このスクリプトステップは、 オプションを 「オン」 にするとエラーメッセージは表示されなくなり、 「オフ」 にする
と表示されるようになるので、 次のように使用します。

 • 開発者が （スクリプトで） エラーを処理したいスクリプトステップの直前に 「オン」
 • 開発者が （スクリプトで） エラーを処理した直後に 「オフ」

開発者がエラーを処理する場合、 エラーが起きたときにどのように対応するかを決める必要があります。 例えば、
次のような対応が可能です。
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 • エラーの検出だけする
 • エラーの内容でスクリプト内で条件分岐
 • エラーの内容からユーザと対話 （カスタムダイアログによる選択など） して以降の処理を選択

なお、 このスクリプトステップを使用する上で最も重要なのは、 次の点です。

開発者が自分でエラーを処理したい部分のみで使用すること

これはとても大切です。 [エラー処理] スクリプトステップを 「オン」 にしたままだったり、 「オン」 と 「オフ」 に
囲まれたスクリプトの範囲が広すぎたりすると、 FileMaker Pro の標準のエラーメッセージを表示すべきところで起
こったエラーを見落としてしまう可能性があるからです。

Get ( 最終エラー ) 関数
この取得関数は、直前に実行したスクリプトステップでエラーが発生した場合にそのエラー番号を返します。 エラー
が発生しなかった場合は、 数値 「0」 を返します。
エラー番号とその内容についての詳細は、 FileMaker Pro ヘルプの 「FileMaker エラーコード」 を参照してく
ださい。
なお、 今回の印刷キャンセル時および PDF 保存キャンセル時のエラー番号は 「1」 （ユーザによるキャンセル）
です。

演習 10-13  エラー処理をする

フォルダ：演習10_12から13 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 10.6.3 節で検討したように、 演習 10-12 において見積書および発注書の印刷がキャンセルさ
れたときに FileMaker Pro の標準の警告ダイアログを表示せず、 元のレイアウトに戻ってスクリプトを正常に終了
させるようにします。
今回、 警告ダイアログの表示を回避したいのは、 次の 2 つのスクリプトステップです。

 • [印刷] スクリプトステップ
 • [レコードを PDF として保存] スクリプトステップ

したがって、 この 2 つのスクリプトステップに対して別々に、 [エラー処理] スクリプトステップと Get ( 最終エラー ) 
関数を使ってエラーの有無を確認するステップを追加するのが基本形です。

エラー処理 [ オン ]
印刷 [ 記憶する: (プリンタ名) ; ダイアログあり : オン ]
If [ Get ( 最終エラー) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "エラー" ; "キャンセルされました" ]
End If

エラー処理 [ オフ ]
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ただし、 前後のステップでエラーが発生する可能性がほぼない場合は、 スクリプトの読みやすさ （保守性） の観
点からエラー処理を 「オン」 にしておく範囲を広くすることもあります。 本演習では、 エラー処理の範囲をやや広
めに取り、 カスタムダイアログに対するユーザの回答を取得するステップ以降すべてをエラー処理 「オン」 の範囲に
しています。

1  演習 10-12 で使った演習ファイルを開き、 [スクリプトワークスペース] で 「印刷と PDF 保存_演習用」
スクリプトを表示します。

2  スクリプトに[エラー処理] スクリプトステップを追加します。
a. [カスタムダイアログを表示] スクリプトステップの後に、 [エラー処理] スクリプトステップを挿入し
ます。 オプションは、 「オン」 にします。

b. スクリプト最後に [エラー処理] スクリプトステップを挿入します。 オプションは、 「オフ」 にします。

3  エラーが発生した場合 （この場合は、 ユーザにより印刷がキャンセルされた場合） の処理を追加します。
a. スクリプト最後の [エラー処理] スクリプトステップの前に、 次の条件分岐を挿入します。

If [ Get ( 最終エラー) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "エラー" ; "キャンセルされました" ]
End If

b. [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には、 次の値を設定します。

オプション 値

[タイトル] エラー

[メッセージ] キャンセルされました

デフォルトボタン "OK"とし、 [データを確定] はオン

ボタン 2 （なにも設定しない）

ボタン 3 （なにも設定しない）

c. [印刷] あるいは [レコードを PDF として保存] スクリプトステップの後の、 元のレイアウトに戻る
ための [レイアウト切り替え] スクリプトステップを、 スクリプト最後の [エラー処理] スクリプトス
テップの後に移動します。
これは、 [印刷] あるいは [レコードを PDF として保存] スクリプトステップと Get ( 最終エラー 
) 関数の間に他のスクリプトステップがあると、 印刷あるいは PDF 保存時のエラーが取得でき
ない （後のスクリプトステップの結果で上書きされてします） からです。
[レイアウト切り替え] スクリプトステップをこの位置に移動させると、 ユーザがカスタムダイアロ
グで 「やめる」 を選択したときにも [レイアウト切り替え] が実行されてしまうことになりますが、
この場合は実害はありません。

d. スクリプトの完成形が図 10.6-15 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。
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4  エラー処理の動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトで 1 件目の見積番号 「10001」 へ移動します。
b. 「印刷」 ボタン （「プリンタ」 アイコン） をクリックし、カスタムダイアログで 「印刷」 をクリックします。
c. 表示された[プリント] ダイアログで 「キャンセル」 ボタンをクリックし、 上で設定したカスタムダ
イアログ （「キャンセルされました」） が表示されることを確認します。 （図 10.6-14）

図10.6-14 エラー処理によって表示されたカスタムダイアログ

d. カスタムダイアログで 「OK」 をクリックすると、 「見積詳細」 レイアウトに戻ることを確認します。
e. 「印刷」 ボタンをクリックしてカスタムダイアログで 「PDF 保存」 を選択し、 表示された [レコー
ドを PDF として保存] ダイアログで 「キャンセル」 ボタンをクリックした場合も、 「印刷」 の場
合と同様に図 10.6-14 のカスタムダイアログが表示され、カスタムダイアログで 「OK」 をクリッ
クすると 「見積詳細」 レイアウト」 に戻ることを確認します。
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図10.6-15 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプト （エラー処理入り）

演習終わり

10.6.4  保存先を自動設定する
演習 10-12 （10.6.2） では、PDF 保存をするときにユーザがファイル名と保存場所を [レコードを PDF で保存] 
ダイアログで指定する必要がありました。
状況によっては、 これを自動的に指定できるようにすることも可能です。 例えば、 保存先を、 現在のユーザのデ
スクトップ、 ドキュメントフォルダ、 現在の FileMaker Pro で使用されている一時フォルダ、 あるいは任意の特定
のフォルダに決めます。 そして、 ファイル名を固定、 あるいは固定文字列に日時などの時間情報を付加したファイ
ル名とします。
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このように決めてしまうことによって、 例えば次のような計算式で PDF ファイルのパスを自動生成することがで
きます。

"file:" & Get ( ドキュメントパス ) & 見積管理::見積番号 & "-" &
        Filter ( Get ( タイムスタンプ ) ; "0123456789" ) & ".pdf"

この計算式を、 例えば 「2022 年 1 月 2 日 11:30:01」 に macOS 上 （ユーザ： 「John Smith」） の
FileMaker Pro で、 データベースの 「見積管理」 テーブルの 「見積番号」 フィールドの値が 「10001」 の場合
に実行すると、 次の文字列を返します。

file:/Macintosh HD/Users/johnsmith/Documents/10001-20220102113001.pdf

上記計算式中の Get ( タイムスタンプ ) 関数 （9.4.4） はシステムクロックに基づいた現在の日付と時刻 （秒単
位まで） を返します。 また、 Filter 関数 （９.4.2） は、 第 1 引数から、 第 2 引数のフィルタテキストで指定した
文字のみをそのままの順序で返します。

FileMaker Pro におけるファイルパス
FileMaker Pro でのファイルパスの指定方法は、 FileMaker クライアントとホストで特別な形式が決められてい
ます。 例えば、 FileMaker クライアントでは次のパス接頭語を使用します。

 • filemac: プラットフォームとして macOS を指定する場合
 • filewin: プラットフォームとして Windows を指定する場合
 • file: プラットフォームを指定しない場合

一方、FileMaker Pro では、次の取得関数 （9.4.14） を使って固定の保存場所のパスを取得することができます。

 • Get ( デスクトップパス ) 関数： 現在のユーザのデスクトップフォルダへのパスを返す
 • Get ( ドキュメントパス ) 関数： 現在のユーザのドキュメントフォルダへのパスを返す
 • Get ( テンポラリパス ) 関数： 現在の FileMaker テンポラリパスを返す

これらの関数を使ってパスを取得した場合、 現在のプラットフォーム向けのパスの文字列が返されますが、
FileMaker のファイルパス形式に必要な上記パスの接頭語は含まれません。 したがって、 上記 PDF ファイルパス
を作成する計算式のように、 計算式でパス接頭語を追加する必要があります。
上記計算式では、 プラットフォームに依存しない 「file:」 を使用していますが、 ファイルパスでプラットフォームを
明示する場合は、 Get ( システムプラットフォーム ) 関数 （9.4.14） を使って次のように記述します。

Case (

        Get ( システムプラットフォーム ) = 1 ; "filemac:" ;
        Get ( システムプラットフォーム ) = -2 ; "filewin:" ;
        ""

) &

Get ( ドキュメントパス ) & 見積管理::見積番号 & "-" &
        Filter ( Get ( タイムスタンプ ) ; "0123456789" ) & ".pdf"

ファイルパスについて詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプ 「ファイルパスの作成」 を参照してください。
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演習 10-14  PDF ファイルの保存先とファイル名を自動設定する

フォルダ：演習10_14 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 PDF ファイルを保存する際に、 保存先とファイル名を自動設定します。
演習 10-12、 10-13 では PDF 保存をするときに [レコードを PDF として保存] ダイアログで保存先とファイル
名をユーザが指定しましたが、 この演習ではドキュメントフォルダに自動的に保存されるようにします。
ファイル名は 10.6.4 節で確認した次の形式にします。

（見積番号） - （現在の年月日時刻を表す14桁の数字).pdf

1  演習ファイルを開いて、 [スクリプトワークスペース] で 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプトを開きま
す （このスクリプトは、 演習 10-13 完了時のものと同じです）。

2  保存先 （パス＋PDF ファイル名） をローカル変数 （10.5.1） に作成します。
a. [レコードを PDF として保存] スクリプトステップ の前に [変数を設定] スクリプトステップを追加
し、 オプションに次の値を設定します。

オプション 値

[名前] $PDF保存場所

[値] 次の計算式を設定
"file:" & Get ( ドキュメントパス ) & 見積管理::見積番号 & "-"
& Filter ( Get ( タイムスタンプ ) ; "0123456789" ) & ".pdf"

b. [レコードを PDF として保存] スクリプトステップ のオプションを次のように変更します。

オプション 値

[ダイアログあり] オフ

[フォルダを作成] オフ （そのまま）

[既存のPDFに追加] オフ （そのまま）

[出力ファイルを指定] [指定...] をクリックし、 [出力ファイルの指定] ダ
イアログに次の変数を指定
　　$PDF保存場所

[オプションの指定] [指定...] をクリックし、 「現在のレコード」 を選
択

c. スクリプトの完成形が図 10.6-16 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存してくだ
さい。
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図10.6-16 「印刷と PDF 保存_演習用」 スクリプト （PDF ファイル名自動設定）

3  PDF 保存時の動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトで 1 件目の見積番号 「10001」 へ移動します。
b. 「印刷」 ボタン （「プリンタ」 アイコン） をクリックして、カスタムダイアログで 「PDF 保存」 をクリッ
クします。

c. ドキュメントフォルダに、 指定したファイル名でPDFファイルが保存されることを確認します。

4  余裕があれば、 スクリプトデバッガとデータビューアを表示してローカル変数の値を確認してください。

演習終わり

Get ( タイムスタンプ ) 関数の戻り値

演習 10-14 では、 ファイル名に 「現在の年月日時刻を表す 14 桁の数字」 を追加するために Get ( タイムスタンプ ) 
関数を利用していますが、 Get ( タイムスタンプ ) 関数は秒数が 0 の場合は戻り値に秒の数値を含みません。 このため、
演習 10-14 のステップ 2-a で生成されるファイル名には、 現在の時刻の秒が 0 秒のときは、 14 桁ではなく 12 桁の数
字が付加されることになります。
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10.7 スクリプトによる検索と繰り返し処理

10.7.1  スクリプトによる検索とエラー処理
カスタム App において検索機能は、 ユーザが対象レコードを抽出するためにも重要な機能です。
FileMaker Pro では、検索のために次のようなスクリプトステップが用意されています。 これらのスクリプトステッ
プを使用して、 ユーザがメニューやステータスツールバーのアイコンをクリックして行う検索と同じようにスクリプトで
検索を実行することができます。

 • [検索モードに切り替え] スクリプトステップ
 • [新規レコード/検索条件] スクリプトステップ
 • [検索実行] スクリプトステップ
 • [クイック検索] スクリプトステップ
 • [対象レコードの絞り込み] スクリプトステップ
 • [対象レコードの拡大] スクリプトステップ
 • [検索条件を変更] スクリプトステップ
 • [レコードを対象外に] スクリプトステップ
 • [一致するレコードを検索] スクリプトステップ

検索処理の基本的な流れは次のとおりです。 これは、 ユーザが手作業で行う場合もスクリプトで実行する場合も
同じです。

（1） 検索モードに切り替える
（2） 検索条件を入力する
（3） 検索を実行する
（4） 検索結果を取得する （結果が表示される）

スクリプトで自動実行する場合にはさらに、 検索結果の有無によって次のようなエラー処理が必要になります。

（1） 検索モードに切り替える
（2） 検索条件を入力する
（3） 検索を実行する
（4） 検索結果がある場合
(4-1) 結果が表示される （ブラウズモードに戻る）

（5） 検索結果がない場合 （エラー）
(5-1) 結果がない場合の動作 （検討対象）
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入力された検索条件に合致する結果がなければ FileMaker Pro のエラーコードが返ります （「401」 （検索条
件に一致するレコードがありません））。 この場合に、 どのような処理をするかを検討する必要があります。
通常、 手作業で検索すると、 条件に合致するレコードがない場合、 図 10.7-1 のようなエラーダイアログが表示
されます。 このダイアログで [キャンセル] をクリックすると、 検索前の対象レコードが表示されます。 また、 [検索
条件変更] をクリックすると検索モードに戻って再度検索条件を入力できるようになります。

図10.7-1 手作業で検索したときのエラーダイアログ

一方、 スクリプト （[検索実行] スクリプトステップ） で検索を実行し、 条件に合致するレコードがない場合、 エラー
処理 （10.6.3） をしていないと、 図 10.7-2 のエラーダイアログが表示されます。

図10.7-2 [検索実行] スクリプトステップで検索したときのエラーダイアログ

図 10.7-2 のエラーダイアログでそれぞれのボタンをクリックしたときの動作は、 次のようになります。

 • [検索条件変更]をクリックすると、 検索モードに切り替わります。
 • [続行]をクリックするとスクリプトの実行が続行されます。
 • [キャンセル] をクリックするとスクリプトが 「中断」 されます。 検索前の対象レコードが表示される
かどうかは [検索実行] スクリプトステップまでのスクリプト内容によります。

スクリプトにおいて検索時のエラー処理をする場合は、 開発者がスクリプトでどのように対応するかを考えなけれ
ばなりません。
例えば、 次のような場合を考えてみましょう。

（1） （検索前に 「見積リスト」 レイアウト上で対象レコードが 3 件）
（2） スクリプトで検索を実行 （エラー処理あり）
（3） 結果が無し （エラー） だったら 「結果は ０ 件」 と表示してブラウズモードに戻る

この場合、 (3) でブラウズモードに戻っても (1) の元の対象レコード （3 件） には戻れません。 元の対象レコー
ドの状態に戻すためには、 専用のスクリプトステップは用意されていないので、 元の対象レコードを保持するための
仕組みを開発者が作成する必要があります。
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ただし、 必ずしも元の対象レコードに戻られなくてはならないわけではありません。 「結果は 0 件」 と表示さ
れるだけで良い場合もありますし、 検索結果が見つかるまで条件を変えて検索を続けられるように繰り返し処理
（10.5.3） を実行することも可能です。
このようなエラー時の対応策は、 要件定義時などにどのような動作にするかを決めておき、 それに沿って決定し
ます。

10.7.2  決まった条件で検索する
あらかじめ決まった条件で検索を実行する基本的なスクリプトは、「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」
の演習で既に確認しています。 以下のスクリプト例は、 「見積結果」 フィールドに 「注文あり」 と入力されている見
積情報を検索するものです。

検索モードに切り替え [ 一時停止 : オフ ]

レイアウト切り替え [ 「見積リスト」 (見積管理) ; アニメーション : なし ]

フィールド設定 [ 見積管理::見積結果 ; "注文あり" ]
レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

エラー処理 [ オン ]
検索実行 [ ]

If [ Get ( 最終エラー ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "結果なし" ; " 「注文あり」 の見積書はありません" ]
End If

エラー処理 [ オフ ]

なお、 このスクリプトは演習 10-15 の演習ファイル 「見積作成管理システム」 ( 「見積リスト」 レイアウトの 「注
文あり」 ボタン） に設定されているので確認してみてください。 (図 10.7-3）

図10.7-3 「注文あり」 の見積情報を検索するボタン
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[検索実行] スクリプトステップ
[検索実行] スクリプトステップは、 現在の検索条件または保存された検索条件を使用してレコードを検索します。
このスクリプトステップは、 オプションで検索条件を指定することも、 あるいは指定せずに使用することもできます。
検索条件をオプションで指定すると、 指定された条件で検索が実行されます。 あらかじめ決まった検索条件で検
索する場合に使用できますが、 スクリプトをパッと見てどのような条件で検索しているのかよくわからないため、 利
用する際には注意が必要です。 なお、 検索条件には、 演算子、 文字列、 変数名のみを指定できます。
検索条件をオプション指定しない場合は、 [フィールド設定] スクリプトステップを使って検索条件を指定すること
ができます。

[フィールド設定] 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を使って、検索条件を指定することができます。 オプションは、次の 2 つです。

 • ターゲットフィールド ：
データを設定するフィールド名を指定します。

 • 計算結果 ：
設定するデータを指定します。 もちろん、 計算式で指定することも変数名を指定することもできます。 フィール
ドを空欄にしたい場合は 「""」 を指定します。

なお、 このスクリプトステップを使用する際には、 コンテキスト （TO） に注意する必要があります。 オプション
の [ターゲットフィールド] や [計算結果] は、 そのスクリプトが実行されるレイアウトの TO やコンテキストと合致し
ていなければなりません （レイアウト上に配置されている必要はありません）。

グローバルフィールドを使った検索条件設定
[フィールド設定] スクリプトステップを使って、 グローバルフィールドに設定した値を検索条件として検索を実行
することができます。
例えば、 上記演習 10-15 の演習ファイルの 「見積リスト」 レイアウトには 「簡易検索」 というポップオーバーボ
タン （10.8.1） が配置されています。 このボタンをクリックするとポップオーバー （10.8.1） が表示され、その中には、
「見積状況」 と 「見積結果」 フィールドの値を指定するフィールドオブジェクトと、虫眼鏡ボタンが置かれています。（図 
10.7-4）
ポップオーバーの中の 「見積状況」 と 「見積結果」 フィールドには、 グローバルフィールドがそれぞれ割り当て
られており、 ユーザが値一覧が設定されたポップアップメニューから 「見積状況」 と 「見積結果」 の値を選択して
虫眼鏡アイコンをクリックすると、 それらを検索条件として検索が実行されるようになっています。
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図10.7-4 グローバルフィールドを利用した検索用ボタン

これを実現するスクリプト （「検索_グローバルフィールド利用」） は次のとおりです。

検索モードに切り替え [ 一時停止 : オフ ]
レイアウト切り替え [ 「見積リスト」 (見積管理) ; アニメーション : なし ]

フィールド設定 [ 見積管理::見積状況 ; z_ユーティリティ::g_テキスト01 ]
フィールド設定 [ 見積管理::見積結果 ; z_ユーティリティ::g_テキスト02 ]
レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

エラー処理 [ オン ]
検索実行 [ ]

If [ Get ( 最終エラー ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "結果なし" ; "指定された条件の見積書はありません" ]
End If

エラー処理 [ オフ ]

計算式を使った検索条件設定
[フィールド設定] スクリプトステップは、 変数や計算式を使って値を指定することもできます。
例えば、 Get ( 日付 ) 関数を使って 「今日」 が期限の見積書を検索することもできます。 次のスクリプト （「検
索_本日期限]」） は、範囲を指定する演算子 「...」 と Get ( 日付 ) 関数を使って 「今日」 を含む過去の日付が 「期
限日」 フィールドに設定されているレコードを検索します。
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検索モードに切り替え [ 一時停止 : オフ ]
レイアウト切り替え [ 「見積リスト」 (見積管理) ; アニメーション : なし ]

フィールド設定 [ 見積管理::見積状況 ; "お客様検討中" ]
フィールド設定 [ 見積管理::見積結果 ; "注文なし" ]
フィールド設定 [ 見積管理::期限日 ; "..." & Get ( 日付 ) ]
レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

エラー処理 [ オン ]
検索実行 [ ]

If [ Get ( 最終エラー ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "結果なし" ; "指定された条件の見積書はありません" ]
End If

エラー処理 [ オフ ]

このスクリプトは、 上記 「簡易検索」 ポップオーバーの中の 「期限今日まで」 ボタンに割り当てられているので、
動作を確認してみてください。 （図 10.7-5）

図10.7-5 計算式を利用した検索用ボタン

[フィールドを名前で設定] 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は、 ターゲットフィールド （値を設定する先のフィールド） にフィールド名を指
定する必要がありますが、 [フィールドを名前で設定] スクリプトステップは、 ターゲットフィールドの指定に計算式や
引数、 変数などを使用することができます。
例えば、 スクリプト引数に GetFieldName 関数 （9.4.13） を使ってフィールド名を設定した場合を考えます。
そのスクリプト引数の値を変数として [フィールド名を名前で設定] スクリプトステップのターゲットフィールドに指定
すると、 データを設定するフィールド （スクリプト引数の値に対応したフィールド） が変更可能なスクリプトが作成で
きます。 このスクリプトでは、 例えばスクリプト引数の値が 「A」 の場合はAフィールド、 「B」 の場合はBフィール
ドにデータを設定します。
なお、 フィールド名は完全修飾名で指定する必要があります。 フィールド名の完全修飾名は、 GetFieldName 
関数を使って取得することができます。
[フィールドを名前で設定] スクリプトステップの具体的な使用例については、 演習 10-19 を参照してください。
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[レコード/検索条件確定] スクリプトステップ
[フィールド設定] や [フィールドを名前で設定] スクリプトステップは、 フィールドの内容を変更するだけで、 レコー
ドの確定はしません。 つまり、 スクリプトステップの実行後、 実行したユーザによってそのレコードはロックされてい
ることになり、 他のユーザがそのレコードに入力することはできません。
スクリプトの内容によっては、 モードが切り替えられたり、 次のレコードへ移動したりして、 レコード確定が行われ、
確定後の状態になるかもしれません。 しかし、意図せずに 「レコードがロックされっぱなし」 になっていて、他のユー
ザが使用できない事態が起きてしまうことがないかどうかも検討しておく必要があります。
レコードまたは検索条件を確定するには、 [レコード/検索条件確定] スクリプトステップを使用します。 このスクリ
プトステップを実行すると、 フィールド内のデータを更新した上でフィールドの選択を解除してレコードまたは検索条
件を終了します。
スクリプトの実行中、 ずっとレコードをロックしておく必要があるのならば、 スクリプトの最後の方に　[レコード/
検索条件確定] を実行すれば良いことになりますが、 そうでなければ、 一連のフィールド設定の直後にこのスクリプ
トステップでレコードを確定し、 他のユーザが入力できない事態を回避します。

10.7.3  ユーザが入力した条件で検索する
[検索モードに切り替え] スクリプトステップの [一時停止] オプションを 「オン」 にすると、 スクリプトを一時停止
してユーザが検索条件を入力することができます。
例えば、 演習 10-15 の 「見積作成管理システム」 では、 「見積リスト」 レイアウトの右上の虫眼鏡アイコン （図 
10.7-6） をクリックすると、 ユーザが条件を入力して検索できるようになっています。

図10.7-6 ユーザ入力の条件による検索用ボタン

「見積リスト」 レイアウトで虫眼鏡ボタンをクリックすると、 検索モードで一時停止して検索条件の入力を待ちます。
ユーザが検索条件を入力後、 [return] や [Enter] キーを押すことで検索が実行されます。 試しに、 会社名に 「ベ
ゴニア」 と入れて検索してみてください。
この虫眼鏡アイコンに割り当てられている 「検索_ユーザ条件」 スクリプトは、 次のような内容です。
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検索モードに切り替え [ 一時停止 : オン ]
レイアウト切り替え [ 「見積リスト」 (見積管理) ; アニメーション : なし ]

レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

エラー処理 [ オン ]
検索実行

If [ Get(最終エラー ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "結果なし" ; "検索した条件の見積書はありません" ]
End If

エラー処理 [ オフ] 

[ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップ
虫眼鏡ボタンをクリックして上記の 「検索_ユーザ条件」 スクリプトを実行すると、 ユーザが条件を入力する間、
スクリプトは一時停止して待っています。 このとき、 図 10.7-7 のように、 レイアウトバーに [続行] および [キャン
セル] ボタンが表示されます。

図10.7-7 検索の [続行] と [キャンセル] ボタン

これらのボタンは、 [検索モードに切り替え] スクリプトステップの [一時停止オプション] が 「オン」 で、 検索条
件を入力できるようにスクリプトの実行を一時的に停止しているときに表示されます。
この状態で [キャンセル] ボタンをクリックすると、 検索モードからブラウズモードに戻り、 スクリプトも中断 （強
制終了） してしまいます。
ユーザが勝手にスクリプトの実行を停止させないようにするには、 [ユーザによる強制終了を許可] スクリプトス

テップを使用して [キャンセル] ボタン自体を表示しないようにすることができます。 [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」 に設定すると、 [キャンセル] ボタンが表示されず、 また Esc （Windows） 
または command-. （ピリオド） （macOS） を使ってもスクリプトを強制終了させることができなくなります。
[ユーザによる強制終了を許可] スクリプトの設定と効果については、 演習 10-15 を参照してください。
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演習 10-15  ユーザがスクリプトをキャンセルできないようにする

フォルダ：演習10_15 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、ユーザが検索条件を指定して検索を実行するスクリプトにおいて、ユーザが途中でスクリプトをキャ
ンセル （強制終了） できないようにする方法を確認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 では、 「見積リスト」 レイアウトの右上の虫眼鏡アイコン （図 10.7-
6） が設定されています。 このアイコンをクリックすると、 ユーザが条件を入力して検索を実行できるようになってい
ます。
しかし、10.7.3 節で確認したように、検索モードでユーザによる検索条件の入力を待っている状態で [キャンセル] 
ボタン （図 10.7-7） をクリックすると、 検索モードからブラウズモードに戻り、 スクリプトも中断 （強制終了） して
しまいます。
この演習では、 虫眼鏡アイコンに割り当てられている 「検索_ユーザ入力」 スクリプトを編集して、 ユーザがスク
リプトをキャンセルできないようにします。

1  演習ファイルを開いて、 虫眼鏡アイコンをクリックしたときの現在の動作を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトを表示します。
b. 「見積リスト」 レイアウト上の虫眼鏡アイコンをクリックすると、「見積リスト」 レイアウトで検索モー
ドに切り替わることを確認します。

c. レイアウトの右上 （虫眼鏡アイコンの上） に [続行] と [キャンセル] ボタンが表示されているこ
とを確認します。 （図 10.7-8）

図10.7-8 虫眼鏡アイコンと [続行] [キャンセル] ボタン

d. [キャンセル] ボタンをクリックすると、 検索モードからブラウズモードに切り替わることを確認し
ます。

e. スクリプトデバッガを表示し、 再度虫眼鏡アイコンをクリックします。
f. スクリプトデバッガ上で続行ボタン （右向き三角） をクリックすると、 上記と同様に検索モードで
一時停止することを確認します。

g. [キャンセル] ボタンをクリックすると、 スクリプトデバッガ上でスクリプトの実行が終了し、 [最後
のエラー:] に 「[1] ユーザによるキャンセル」 と表示されることを確認します。 （図 10.7-9）
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図10.7-9 [キャンセル] ボタンをクリックしたときのスクリプトデバッガ

2  「検索_ユーザ入力」 スクリプトを編集して、 ユーザがスクリプトをキャンセルできないようにします。
a. [スクリプトワークスペース] で 「検索_ユーザ入力」 スクリプトを開きます。
b. スクリプトの冒頭 （ヘッダ部の後） に次のステップを追加します。

ユーザによる強制終了を許可 [ オフ ]

c. スクリプトが図 10.7-10 のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存します。

図10.7-10 「検索_ユーザ条件」 スクリプト （編集後）
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3  編集したスクリプトの動作を確認します。
a. 「見積リスト」 レイアウトの虫眼鏡ボタンをクリックします。
b. 検索モードに切り替わったレイアウトに [キャンセル] ボタンが表示されているないことを確認し
ます。 （図 10.7-11）

図10.7-11 [キャンセル] ボタンが非表示になったレイアウト

演習終わり
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10.7.4  検索結果に対して繰り返し処理をする
検索の結果、 得られた対象レコードに対して特定の作業を実行したいことはよくあります。
例えば、 演習で使用している 「見積作成管理システム」 において次の 2 つの仕様 A、 B を実装する場合を考
えます。
A. 期限日を 30 日以上過ぎているが、 顧客から何も連絡がない （督促にも返事がない） ものは、 「注文な
し」 とする。

B. 「指定した発行日の見積書」 を 1 件ごとに個別の PDF ファイルとして保存する

上記仕様 A を実現するために必要な機能の処理の流れは、 例えば次のような内容になります。

（1） 期限日を 30 日以上過ぎて 「結果確定済」 でない見積を検索
（2） 検索結果の対象レコードの 1 件目に移動
（3） レコードに次のデータを入力する

 • 「見積状況」 フィールドに 「結果確定済」
 • 「見積結果」 フィールドに 「注文なし」

（4） 次のレコードに移動
（5） (3)-(4) を反復
（6） 対象レコードの最後まで入力したら終了

上記処理は、 繰り返し処理 （10.5.3） を利用しています。 この機能は実は全置換 （[フィールド内容の全置換]）
でもできそうですが、 演習も兼ねて、 確実に値を設定するために [フィールド設定] スクリプトステップと [レコード
確定] スクリプトステップを 1 レコードずつ実行することにします。
一方、 仕様 B を実現する処理の流れは、 例えば次のように考えられます。

（1） 「指定した発行日」 を入力するダイアログを表示
（2） 「指定した発行日」 が入力されるまで (1) を反復
（3） 発行日が、 入力された 「指定した発行日」 と同じ見積を検索
（4） 印刷用レイアウトに切り替え
（5） 検索結果の対象レコードの 1 件目に移動
（6） 保存先のパスとファイル名 （「 (見積番号)-(タイムスタンプ).pdf」） を決定
（7） 見積を PDF ファイルとして保存
（8） 次のレコードに移動
（9）  (6)-(7) を反復
（10） 対象レコードの最後まで PDF 出力したら終了

上記仕様 A については演習 10-16 で、 仕様 B については演習 10-17 で完成させます。
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演習 10-16  検索結果に対して繰り返し処理をする

フォルダ：演習10_16から17 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

本演習では、 対象レコードに対して繰り返し処理で値を設定していく方法を確認します。
演習ファイルの 「見積リスト」 レイアウトには 「期限切れ」 というボタンが追加されています。 このボタンがクリッ
クされると、 「見積情報」 テーブルのレコードのうち 「期限日を 30 日以上過ぎて顧客から連絡がない （結果確定
済みでない） もの」 に対し、 次の値を連続入力します。

 • 「見積状況」 フィールド ： 「結果確定済」
 • 「見積結果」 フィールド ： 「注文なし」

「期限切れ処理」 ボタンには、 既に 「返答なし見積の処理」 スクリプトが割り当てられています。 本演習では、
このスクリプトを完成させます。

図10.7-12 「期限切れ」 ボタン

検索条件 「期限日を 30 日以上過ぎて『 結果確定済』 でないもの」 は、 次の 2 つの検索条件から構成され
ています。

 • 「期限日」 フィールドの値が本日より 30 日以上前 （計算式による検索条件）
 • 「見積状況」 フィールドの値が 「結果確定済」 でない （除外検索）

上記のうち、 前者の計算式による検索条件は、 10.7.2 節で確認しています。 後者の除外検索には、 次のスクリ
プトステップを使用します。

 • [レコードを対象外に] 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] で 「返答なし見積の処理」 スクリプトを開きます。 こ
のスクリプトは、 最初はコメント行だけしかありません。

2  「返答なし見積の処理」 スクリプトに 「期限日を 30 日以上過ぎた」 見積を検索するステップを追加します。
a. 次のステップを追加します。
このスクリプトでは、 「見積管理::期限日」 が本日 （Get ( 日付 )） の 30 日前よりも前の期間
のもので、 かつ、 「見積管理::見積状況」 が 「結果確定済」 でないレコードを対象外にして検索
しています。
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検索モードに切り替え [ 一時停止 : オフ ]

レイアウト切り替え [ 「見積リスト」 (見積管理) ]

フィールド設定 [ 見積管理::期限日 ; "..." & Get ( 日付 ) - 30 ] 
新規レコード / 検索条件
フィールド設定 [ 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" ]
レコードを対象外に
レコード / 検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

エラー処理 [ オン]
検索実行 [ ]
If [ Get(最終エラー ) ]
 

     カスタムダイアログを表示 [ "対象なし" ; "対象のデータはありません。 作業を
終了します。 " ]

Else

//　本演習の次のステップで内容を追加するので、 何行か空けておきます。

End If

エラー処理 [ オフ ]

b. [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には次の値を設定します。

オプション 値

[タイトル] 対象なし

[メッセージ] 対象のデータはありません。 作業を終了します。

デフォルトボタン "閉じる"とし、 [データを確定] はオフ

ボタン 2 （設定しない）

ボタン 3 （設定しない）

3  現時点でのスクリプトの動作を確認します。
a. 「見積リスト」 レイアウトで 「期限切れ」 ボタンをクリックします。
b. 検索結果のレコードの 「期限日」 が本日よりも 30 日以上前で、 かつ、 「見積状況」 が 「結果
確定済」 ではないことを確認します。
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4  検索した 「期限日を 30 日以上過ぎた」 見積を 「注文なし」 に設定するステップを追加します。
a. [Else] スクリプトステップの後に、[ウインドウの固定] スクリプトステップ （10.5.3） を追加します。

ウインドウの固定

b. 次に、 最初のレコードを起点として、 [Loop] 及び [End Loop] スクリプトステップ （10.5.3）
でフィールドに値を設定するスクリプトを追加します。

レコード/検索条件/ページへ移動 [ 最初の ]
Loop

        フィールド設定 [ 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" ]
        フィールド設定 [ 見積管理::見積結果 ; "注文なし" ]
        レコード/検索条件/ページへ移動 [ 次の ; 最後まできたら終了 : オン 
]

End Loop

レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

c. 最後に、 作業が終了した旨を表示するカスタムダイアログを表示するステップを追加します。
d. 現時点の [Else] スクリプトステップ以下のスクリプトが次のようになっていることを確認し、 スク
リプトを保存します。

....

Else

        ウインドウの固定

        レコード/検索条件/ページへ移動 [ 最初の ]
        Loop

                フィールド設定 [ 見積管理::見積状況 ; "結果確定済" ]
                フィールド設定 [ 見積管理::見積結果 ; "注文なし" ]
                 レコード/検索条件/ページへ移動 [ 次の ; 最後まできたら終

了 : オン ]
        End Loop

        レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

        カスタムダイアログを表示 [ "作業終了" ; "作業が終わりました。 " ]

End If

エラー処理 [ オフ ]

5  動作確認の前にいったんファイルを終了し、 カスタム App ファイルのコピーを作成します。 
スクリプトの内容を間違ったまま動作確認をしてしまった場合は、 コピーしたファイルを使って再度やり直
してください。
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6  「見積リスト」 レイアウトで動作を確認します。
a. 「期限切れ」 ボタンをクリックして、 「期限日」 が 30 日以上前のレコードについて、 「見積状況」
フィールドに 「結果確定済」、 「見積結果」 フィールドに 「注文なし」 が設定され、 表示がグレー
になっていることを確認します。 （図 10.7-13）

b. もう一度 「期限切れ」 ボタンをクリックして、 エラー処理の 「対象のデータはありません。 作業
を終了します。」 のカスタムダイアログが表示されることを確認します。

図10.7-13 [期限切れ] ボタンの動作確認

演習終わり
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演習 10-17  終了条件を設定して繰り返し処理をする

フォルダ：演習10_16から17 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

演習 10-16 では [レコード / 検索条件 / ページへ移動] スクリプトステップの [最後まできたら終了] オプション
を 「オン」 にして繰り返し処理 （[Loop] ～ [End Loop]） を終了していました。 ここでは、 [Exit Loop If] スク
リプトステップを使って繰り返し処理を終了する方法を確認します。
演習ファイルの 「見積リスト」 レイアウトには、 「見積保存」 ボタンが追加されています。 このボタンがクリック
されると、 まずユーザに日付の入力を求め、 日付が入力されるとその日付と同じ 「発行日」 を持つ見積情報を検
索し、 その見積書をそれぞれ別の PDF ファイルとして一括保存します。
「見積保存」 ボタンにはあらかじめ 「見積一括保存」 スクリプトが割り当てられています。 このスクリプトには、
次の 2 つの繰り返し処理が含まれています。

（1） 「指定した発行日」 が入力されるまでカスタムダイアログを表示
（2） 対象レコードすべてを PDF ファイルとして保存

これらのうち、 (1) の繰り返し処理は [Exit Loop If] スクリプトステップを使って終了条件を判定しています。 一
方、 (2) の繰り返し処理は、 演習 10-16 と同様、 [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステップで [最後ま
できたら終了] オプションをオンにすることで、 対象レコードの最後の処理が終わったら繰り返し処理を抜けるよう
になっています。
本演習では、 (2) の繰り返し処理を [Exit Loop If] スクリプトステップを使って書き換えてみます。
なお、 レコードを移動しながら繰り返し処理をする場合は、 [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステッ
プで [最後まできたら終了] オプションをオンに設定する終了方法が一般的ですが、 本演習ではそれ以外の繰り返
し終了処理が必要な場合のために別の方法を確認しています。
(1) の繰り返し処理では、 ユーザの入力を取得するためにカスタムダイアログの [入力フィールド] オプション
（10.6.1） とローカル変数 （10.5.1） を使用しています。

1  「見積リスト」 レイアウトで、 現在の 「見積一括保存」 スクリプトの動作を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトを表示します。
b. 「見積保存」 ボタンをクリックします。 （図 10.7-14）
c. 表示されたダイアログに適当な日付を入力して、 保存される PDF ファイルを確認します。 例え
ば、 「2022/5/28」 と入力すると、 7 個の PDF ファイルがドキュメントフォルダに保存されます。
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図10.7-14 [見積保存] ボタンと指定発行日を入力するダイアログ

2  「見積一括保存」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「見積一括保存_演習用」 スクリプトを開きます。
b. 最初の繰り返し処理では、 [Exit Loop If] スクリプトステップを使って終了条件 （「カスタムダイ
アログで入力された日付データを設定するローカル変数 「$指定発行日」 が空でない」） が指定
されていることを確認します。 （図 10.7-15）

図10.7-15 「見積一括保存」 スクリプトの 1 つめの繰り返し処理
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c. 続く検索処理で、 「発行日」 フィールドが入力された指定日 （「$指定発行日」） と同じレコード
を検索していることを確認します。 （図 10.7-16）

図10.7-16 「見積一括保存」 スクリプトの検索処理

d. 最後の繰り返し処理では、 [レコード/検索条件/ページへ移動] スクリプトステップで [最後までき
たら終了] オプションを 「オン」 にして終了していることを確認します。 （図 10.7-17）

図10.7-17 「見積一括保存」 スクリプトの 2 つめの繰り返し処理
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3  2 つめの繰り返し処理 （図 10.7-17） の終了条件を 「処理済みのレコード数が対象レコード数に達した
場合」 に変更します。
a. 処理済みのレコード数をカウントするローカル変数 （「$カウント」） を追加します。 繰り返し処理
のたびに変数をカウントアップし、 変数の値が対象レコード数を超えたら [Exit Loop If] スクリ
プトステップで繰り返し処理を終了するようにします。

....

レコード/検索条件/ページへ移動 [ 最初の ]
変数を設定 [ $カウント ; 値 : 1 ]    // 追加

Loop

         Exit Loop If [ $カウント > Get ( 対象レコード数 ) ]    // 
追加

         変数を設定 [ $PDF保存場所 ; 値 : "file:" & Get ( ドキュメン
トパス ) & 見積管理::見積番号 & ... ]

         レコードを　PDF として保存 [ 記憶する ; ダイアログあり : オフ ; 
「$PDF保存場所」 ;

        現在のレコード ; フォルダを作成 : オフ]

         レコード/検索条件/ページへ移動 [ 次の ; 最後まできたら終了 : オフ 
]    // 「オフ」 に変更

        変数を設定 [ $カウント ; 値 : $カウント + 1 ]    // 追加

End Loop

b. スクリプトを保存します。

4  「見積リスト」 レイアウトで、 「見積一括保存」 スクリプトの動作を再度確認します。
a. 本演習最初の動作確認で確認した指定日を入力し、 スクリプト変更前と同じ動作をすることを確
認します。

演習終わり
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10.8 外部キーの入力とウインドウの利用
複数の作業を同時に実行するとき、 FileMaker Pro では一度に複数のウインドウを使用することができます。 追
加で開いたウインドウでは、 他のデータを表示したり、 ユーザが情報を入力したりすることができます。
また、 ポップオーバーを使って同じレイアウト内で別の情報を表示したりすることもできます。
ここでは、 演習の 「見積作成管理システム」 の機能を作成しながら、 カスタム App において外部キーを設定
するためにポップオーバーや別ウインドウを使う方法を確認します。

10.8.1  ポップオーバーで外部キーを選択する
リレーションシップを持ったデータを入力する際、 主テーブルのレコードに対して関連テーブルのレコードの主キー
を入力する必要があります。
例えば、 演習で使用している 「見積作成管理システム」 では、 ユーザは 「見積詳細」 レイアウトにおいて明細
書を提示する先であるお客様の情報を入力します。 この操作は、 カスタム App の機能としては 「見積情報」 テー
ブルのレコードに 「顧客情報」 テーブルの主キーを入力して関連を持たせることに相当します。
レイアウト上の操作としては、 「見積情報」 に対して設定する 「顧客情報」 をポップアップメニュー表示し、 ユー
ザに選択してもらうことが考えられます。 しかし、 「顧客情報」 の数が多くなるとポップアップメニューが長くなって
しまい、 目的の 「顧客情報」 を見つけづらくなってしまいます。
そこで、「顧客情報」 を表示するポータル （8.6） をポップオーバーで提示し、ユーザが選択した 「顧客情報」 レコー
ドの主キーを 「見積情報」 レコードの外部キーに設定する機能 （スクリプト） を検討します。 （図 10.8-1）

図10.8-1 顧客情報を選択するポップオーバー
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この機能と操作の流れは、 次のとおりです。

（1） ユーザがポップオーバーボタンをクリック
（2） ポップオーバー上に 「顧客情報」 のポータルが表示される
（3） ユーザがポップオーバー上のポータルから特定の 「顧客情報」 を選択
（4） 選択した 「顧客情報」 の主キーを 「見積情報」 の外部キーとして設定する
（5） ポップオーバーを閉じる

「見積管理_顧客 | 選択」 TO の導入
まず、 ポップオーバー上に配置する顧客情報ポータル用の TO （「見積管理_顧客 | 選択」） を作成します。 現
在の 「見積詳細」 レイアウトに関連付けられている 「見積管理」 TO から見て、 この 「見積管理_顧客|選択」 TO 
は関連テーブルになります。
現在取引がある顧客のみをポータルに表示するために、 「見積管理_顧客 | 選択」 TO の照合フィールドは 「取
引状態」 フィールド （値が 「1」 のとき 「取引中」） とします。 そして、このリレーションシップのために、「見積情報」
テーブルには常に値が 「1」 になる 「_1」 フィールドが追加して照合フィールドとします。 つまり、 「見積管理」 TO 
の 「_1」 フィールドと 「見積管理_顧客 | 選択」 TO の 「取引状態」 フィールドを照合フィールドとして等価の関連
を定義することによって、 ポータル上は現在取引がある顧客のみが表示されることになります。 （図 10.8-2）

図10.8-2 顧客選択のための 「見積管理_顧客 | 選択」 TOのリレーションシップ
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このとき、 機能の要素とスクリプトの流れは次のようになります。

(1) いつ  ユーザの任意
(2) どこで 「見積詳細」 レイアウト （「見積管理」 TO）
(3) 誰が  ユーザ
(4) なにを 現在表示している 「見積情報」 レコード
(5) なぜ  見積先の顧客を設定する
(6) どのように  見積先の顧客をポータルから選択する 

「見積管理」 TOの 「顧客外部キー」 フィールドに 「見積管理|選択」 TOの 「主キー」 フィー
ルドの値を入力してリレーションシップを成立させる

ポップオーバーとポップオーバーボタン
「見積詳細」 レイアウトの左側の人アイコンをポップオーバーボタンとして、 これをクリックすると表示されるポッ

プオーバーに顧客情報ポータルを配置します。
ポップオーバーは、 現在のレイアウト上に表示される 「吹き出し」 のようなレイアウトオブジェクトです。 ポップ
オーバーを使うことによって、 別のレイアウトやウインドウに移動せずにデータにアクセスしたり操作したりできるの
で、 作業の流れを止めずに済みます。

引数と変数を使ってターゲットフィールドを指定する
[フィールド設定] スクリプトステップは、 ターゲットフィールド （値を設定する先のフィールド） にフィールド名を
指定する必要があり、 引数や変数を使うことができません。
一方、 [フィールド名を名前で設定] スクリプトステップ （10.7.2） を使うと、 値を設定するターゲットフィールドに
計算式、 引数、 あるいは変数を使って指定することができます。 このスクリプトステップを使うことによって、 スクリ
プトを汎用化し、 いろいろな場面で再利用することができるようになります。
例えば、 本節で検討した顧客情報を設定するスクリプトは 「見積管理::顧客外部キー」 フィールドに 「顧客情報」
テーブルの 「主キー」 フィールドの値を設定するものですが、 [フィールド設定] スクリプトステップのターゲットフィー
ルドとして 「見積管理::顧客外部キー」 を設定して使う代わりに、 [フィールド名を名前で設定] スクリプトステップの
ターゲットフィールドに変数を指定し、 その値をスクリプト引数で渡すようにすることもできます。 これによって、 「見
積管理::顧客外部キー」 を設定するポップオーバー専用に使うのではなく、 他の、 例えば 「顧客管理」 TO の 「自
社担当者外部キー」 を設定する場合にも利用できる可能性があります。
なお、 値を設定するターゲットフィールドが変更されることがなく、 また他にスクリプトを再利用できる場所がな
い場合は、 [フィールド設定] スクリプトステップを使った方が、 スクリプトがシンプルになります。
[フィールド名を名前で設定] スクリプトステップについては、 演習 10-19 で具体的な使い方を確認します。
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演習 10-18  ポップオーバーを使って外部キーを入力する

フォルダ：演習10_18から19 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 10.8.1 節で確認した内容に沿って、 外部キーをポップオーバーを使って設定するスクリプトを作成
します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトには既に、左側の人アイコンにポップオーバー
ボタンが作成されています。 （図 10.8-3）
ポップオーバーには、 図 10.8-3 のように 「見積管理_顧客 | 選択」 TO の関連レコードを表示するポータルが
配置してあります。 この演習では、 ポータル上で特定の顧客情報に対応する矢印 （「←」） ボタンをクリックすると、
その顧客情報の主キーが見積情報の外部キーとして設定されるようなスクリプトを作成します。
矢印ボタンに割り当てるスクリプト （「顧客を選択」 スクリプト） の流れは、 次のとおりです。

（1） ポータル上でユーザが選択した 「顧客情報」 レコードの 「主キー」 フィールドのデータを現在の 「見積情報」
レコードの 「顧客外部キー」 フィールドに入力する （[フィールド設定] スクリプトステップ）

（2） ポップオーバーを閉じる （[ポップオーバーを閉じる] スクリプトステップ）
（3） レコードを確定する （[レコード/検索条件確定] スクリプトステップ （10.7.2））

図10.8-3 ポップオーバーとポップオーバーボタン （レイアウトモード）
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1  演習ファイルに用意されているポップオーバーボタンとポップオーバーの内容を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 左側の人アイコン （ポープオーバーボタン） をダブルクリックしてポップオーバーを表示します。
c. ポップオーバー上に 「見積管理_顧客 | 選択」 TO のポータルが配置されていることを確認しま
す。 （図 10.8-3）

d. ポータルレコードの左端の矢印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、
「顧客を選択」 スクリプトが割り当てられていることを確認します。

2  「顧客を選択」 スクリプトを作成します。
a. [ボタン設定] ダイアログから [スクリプトを編集] ダイアログを開くか、 あるいは [スクリプトワー
クスペース] で 「顧客を選択」 スクリプトを開きます。
最初はヘッダ部とコメント行のみが入力されています。

b. コメント行 「選択された顧客情報を外部キーに設定する」 に対応するステップとして、 次のステッ
プを入力します。 [フィールド設定] スクリプトステップのオプションには次の値を設定します。

オプション 値

[ターゲットフィールドの指定] [指定...] をクリックして、 「見積管理::顧客外部キー」
フィールドを指定

[計算結果] [指定...] をクリックして、 「見積管理_顧客|選択:: 
主キー」 フィールドを指定

フィールド設定 [ 見積管理::顧客外部キー ; 見積管理_顧客 | 選択::主キー]

c. コメント行 「ポップオーバーを閉じる」 に対応するステップとして、 次のステップを入力します。

ポップオーバーを閉じる

d. コメント行 「レコードを確定する」 に対応するステップとして、次のステップを入力します。 オプショ
ンの [ダイアログあり] はオンのままにしておきます。

レコード / 検索条件確定 [ ダイアログあり: オン ]

e. この時点でのスクリプトが次のようになっていることを確認して （コメント行除く）、 スクリプトを
保存してください。

フィールド設定 [ 見積管理::顧客外部キー ; 見積管理_顧客 | 選択::主キー ]
ポップオーバーを閉じる
レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]
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3  「見積詳細」 レイアウトで動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. 10 件目のレコード （見積先顧客名 「バウヒニア株式会社」） に移動して、 人アイコンをクリック
してポップオーバーを表示します。

c. ポップオーバー上のポータルで顧客番号 「20004」 の 「株式会社シャクヤク」 の矢印ボタンを
クリックし、 「見積詳細」 レイアウトの見積先顧客名が 「株式会社シャクヤク」 に変わることを確
認します。

演習終わり

演習 10-19  ターゲットフィールドを変数で指定する

フォルダ：演習10_18から19 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 フィールド （ターゲットフィールド） に値を設定する際にターゲットフィールドを変数で指定する方
法を確認します。
演習 10-18 では、 「見積管理」 TO の 「顧客外部キー」 フィールドに値を設定するために [フィールド設定] ス
クリプトステップを使いました。 [フィールド設定] スクリプトステップのオプションのターゲットフィールドは、 「見積
管理::顧客外部キー」 を指定しています。
ここでは、 [フィールド設定] スクリプトステップを使う代わりに [フィールドを名前で設定] スクリプトステップを使
う方法を確認します。 [フィールドを名前で設定] スクリプトステップはターゲットフィールドの設定に計算式や引数、
変数などを利用することができるため、 スクリプトを特定のフィールド専用にせず、 複数の異なるフィールドに利用
することができるようになります。
この演習では、 演習 10-18 で作成した 「顧客を選択」 スクリプトをベースに新しいスクリプト 「顧客を選択_
フィールド指定」 を作成します。 このスクリプトは、 スクリプト引数 （10.3.1） でターゲットフィールドと設定する値
を受け取り、 [フィールドを名前で設定] スクリプトステップを使ってフィールド値を設定します。
スクリプトの変更に伴い、 スクリプトを起動する側であるポップオーバーボタンも、 スクリプト引数でフィールド名
と設定する値を指定するように変更します。 この場合のスクリプト引数は、 2 つの値を改行区切りで連結したものと
します。

1  新しく 「顧客を選択_フィールド指定」 スクリプトを作成します。

a. 演習ファイルを開いて、 [スクリプトワークスペース] で 「顧客を選択_フィールド指定」 スクリプト
を表示します。 このスクリプトは最初はコメントだけが入力されています。

b. コメント行 「スクリプト引数からターゲットフィールド名と設定値を取り出して変数に設定する」 に
対応するステップとして、 次のステップを入力します。
次の 2 つのステップは、 スクリプト引数として複数の値 （フィールド名と設定する値） を改行 （¶ 
） 区切りで連結したテキストを受け取ることを想定しています。



第10章　スクリプトと自動化
　外部キーの入力とウインドウの利用　

481

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

14章

変数を設定 [ $設定するフィールド ; 値 : GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) 
; 1 ) ]

変数を設定 [ $設定する値 ; 値 : GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 2 
) ]

c. コメント行 「ターゲットフィールドに設定値を設定する」 に対応するステップとして、 [フィールドを
名前で設定] スクリプトステップを入力し、 次のオプションを設定します。

オプション 値

[ターゲットフィールドの指定] [指定...] をクリックして、 次の変数を指定
　　　$設定するフィールド

[計算結果] [指定...] をクリックして、 次の変数を指定
　　　$設定する値

d. コメント行 「ポップオーバーを閉じる」 と 「レコードを確定する」 のそれぞれに対応するステップ
をn入力します （演習 10-18 と同じです）。

e. この時点でのスクリプトが次のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存してください。

変数を設定 [ $設定するフィールド ; 値 : GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) 
; 1 ) ]

変数を設定 [ $設定する値 ; 値 : GetValue ( Get ( スクリプト引数 ) ; 2 
) ]

フィールドを名前で設定 [ $設定するフィールド ; $設定する値 ]

ポップオーバーを閉じる
レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

2  ポップオーバーのポータル行の中の矢印 （「←」） ボタンにスクリプトとスクリプト引数を設定します。
a. 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 人アイコンに設定しているポップオーバー上の矢印ボタンをダブルクリックし、 [ボタン設定] ダイ
アログを表示します。

c. 実行するスクリプトとして 「顧客を選択_フィールド指定」 を設定します。
d. [オプションのスクリプト引数] に次の計算式を指定します。
この計算式は、フィールド名 （「見積管理::顧客外部キー」） と設定する値 （「見積管理_顧客|選択::
主キー」） を、 この順で改行 （¶ ） 区切りのテキストにするものです。

GetFieldName ( 見積管理::顧客外部キー ) & ¶ & 見積管理_顧客|選択::主
キー

e. レイアウトを保存します。
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3  「見積詳細」 レイアウトで動作を確認します （スクリプトデバッガやデータビューアも確認します）。
a. 「見積詳細」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. スクリプトデバッガ （10.2.2） とデータビューア （10.2.3） を表示します。
c. 10 件目のレコード （演習 10-18 で見積先顧客名 「株式会社シャクヤク」 に変更されています）
に移動して、 人アイコンをクリックしてポップオーバーを表示します。

d. ポップオーバー上のポータルで顧客番号 「20005」 の 「バウヒニア株式会社」 の矢印ボタンを
クリックします。

e. スクリプトデバッガでステップインしながら、 データビューアでローカル変数に設定される値 （スク
リプト引数で渡された値） を確認します。 （図 10.8-4）

f. 演習 10-18 と同様、 「見積詳細」 レイアウトの見積先顧客名が 「株式会社シャクヤク」 に変わ
ることを確認します。

   

図10.8-4 スクリプト引数から取得した値を設定したローカル変数の値

演習終わり
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10.8.2  新規ウインドウを作成する
演習 10-5 （10.3.3） では、 関連レコードの内容を表示する際に新しいウインドウ （カードウインドウ） を使う方
法を確認しました。 FileMaker Pro ではこのように、 現在作業をしているウインドウとは別に新しくウインドウを
作成して、 情報を確認したり入力したりするために利用することができます。
FileMaker Pro では、 複数のウインドウを管理するために、 次のスクリプトステップが用意されています。

 • [新規ウインドウ] スクリプトステップ
 • [ウインドウを選択] スクリプトステップ
 • [ウインドウを閉じる] スクリプトステップ
 • [ウインドウを調整] スクリプトステップ
 • [ウインドウの移動/サイズ変更] スクリプトステップ
 • [ウインドウタイトルの設定] スクリプトステップ

上記のほか、 次のスクリプトステップでも新規ウインドウを表示することができます。

 • [関連レコードへ移動] スクリプトステップ

スクリプトを使ってウインドウを利用する際は、 次の流れになります。

（1） ウインドウを開く
（2） （必要があれば） レイアウトを切り替える
（3） ウインドウのサイズを調整する
（4） ウインドウで作業する
（5） ウインドウを閉じる （あるいは閉じない）

ウインドウスタイル
新しく作成するウインドウは、 次の 4 種類のスタイルが選択できます。 それぞれの特徴を利用して、 使い分け
る必要があります。

 • ドキュメントウインドウ
FileMaker Pro の通常のウインドウスタイルです。

 • フローティングドキュメントウインドウ
アクティブでも非アクティブでも他のウインドウの上に表示されます。 このため、 常に表示されている必要があ
るデータを表示する際に使用します。
このウインドウに表示されているレコードだけでなく他のウインドウも編集が可能です。

 • ダイアログウインドウ
一番手前に表示され、 ユーザが閉じるまで唯一のアクティブなウインドウになります。 表示中は、 他のウインド
ウでの操作はできません。 アクティブな間は、 FileMaker Pro を終了したり他のファイルを開いたりすることも
できません。
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 • カードウインドウ
アクティブなウインドウ （親ウインドウ） の現在のレイアウトの一番手前に表示されるタイプのウインドウです。
親ウインドウで作業をするにはカードウインドウを閉じる必要がありますが、 別のウインドウやファイルはカードを
閉じることなく開くことができます （演習 10-5 も参照してください）。

新規ウインドウの作成
[新規ウインドウ] と [関連レコードへ移動] スクリプトステップでは、 図 10.8-5 のオプションダイアログを使って
新規ウインドウを設定します。

図10.8-5 [新規ウインドウ] オプションダイアログ

[新規ウインドウ] のオプションの設定項目のうち、 次のものについては計算式を使って設定することが可能です。

 • ウインドウ名
 • レイアウト
 • サイズ （高さ、 横幅）
 • 位置 （上端から、 左端から）

オプション設定項目の [ウインドウオプション] では、 ウインドウの操作について、 ユーザができること / できない
ことを設定できます。 この設定でチェックを 「オフ」 （非選択） にしたものは、 メニューやショートカットも無効にな
ります。
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ウインドウ名の利用
オプションダイアログで設定する [ウインドウ名:] は、 新しいウインドウの名前を入力します。 他と同じウインドウ
名を付けることもできますが、 1 つのカスタム App の中で目的に応じてユニークになるようにすると、 複数のウイン
ドウを開く場合に取り扱いが容易になります。
例えば、 次のスクリプトステップには、 ウインドウ名を指定するオプションがあります （図 10.8-6）。 [現在のウ
インドウ] を指定することもできますが、 複数のウインドウが表示されている場合はウインドウ名を指定して操作した
方が確実です。

 • [ウインドウを閉じる] スクリプトステップ
 • [ウインドウを選択] スクリプトステップ

図10.8-6 ウインドウ名を指定するオプションダイアログ

ウインドウの命名ルールを決めておいても良いでしょう。 何かを選択するウインドウは 「○○選択」 というウイン
ドウ名にする、 などと決めておくことで、 ウインドウ名をユニークにしやすく、 また、 開発時にも命名しやすくなります。
なお、 新しいウインドウを開く場合に、 同じ名前のウインドウが開かれていないことが重要な場合があります。
この場合、 既に同じ名前のウインドウが開いている場合は新しく開かず、 同じ名前のウインドウが開いていない
場合は新しく開くようにします。
同じ名前のウインドウが開いているかどうかは、 [ウインドウを選択] スクリプトステップでエラーになるかどうかで
判定します。 [ウインドウの選択] スクリプトステップの前で [エラー処理] をオンにしておくと、 これから開こうとす
るウインドウ名と同じものが既に開いていた場合、 エラー番号 「112 （ウインドウが見つかりません）」 が返ります
（FileMaker Pro のエラー番号については、 FileMaker Pro ヘルプの 「FileMaker エラーコード」 を参照してく
ださい）。
このときのスクリプトは、 次のようになります （「商品選択」 という名前のウインドウが開かれていないか調べる
場合）。



第10章　スクリプトと自動化
　外部キーの入力とウインドウの利用　

486

エラー処理 [ オン ]

ウインドウを選択 [名前 : 商品選択 ; 現在のファイル ]

If [ Get ( 最終エラー ) = 112 ]
        新規ウインドウ [ スタイル: ダイアログ ; 名前: "商品選択" ; 
                使用するレイアウト: 「商品選択」 (商品管理) ;
                横幅 : 500 ; 上 : 5 ; 左 : Get ( ウインドウ内容幅 )/2 ]
End If 

エラー処理 [ オフ] 

なお、 カードスタイルウインドウの場合は、 上のように既に同じ名前のウインドウが開いているかどうかを確認す
ると、 カードスタイルウインドウであっても同じ名前であれば合致して、 そのカードスタイルウインドウが開いている
親ウインドウごと選択されます。

ウインドウのサイズ
クライアントの OS によってウインドウ中の表示領域が違う場合があります。 ウインドウの大きさはウインドウの
外側の大きさなので、 OS や OS のバージョンによって少しずつ大きさが違うためです。

ウインドウを閉じる
スクリプトでウインドウを開く場合は、 必ず 「閉じる手段」 について考えます。 テストして、 閉じられなくなるこ
とがないかどうかを確認します。
例えば、 ダイアログウインドウスタイルでウインドウオプションの [閉じる] を 「オフ」 にすると、 ウインドウを閉じ
るためのボタンが表示されなくなります。 このような設定のウインドウをスクリプトから開いた場合、 他に閉じるた
めの手段が考慮されていないと、 ユーザはウインドウを閉じられず、 FileMaker Pro も終了できなくなってしまい
ます。

ウインドウの数
別のウインドウを表示して作業する場合、 特にドキュメントウインドウを複数表示するような場合は、 状況によっ
てはユーザが 「今どのウインドウを操作しているのか」 がわからなくなることがあるかもしれません。 複数のウイン
ドウが開かれたまま、 ユーザが自由に選択できる状態でも大丈夫かどうかなどをあらかじめ考えておく必要があり
ます。
フローティングドキュメントやダイアログウインドウを選択する場合にも、 それぞれの特徴を考慮する必要があり
ます。
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10.8.3  ウインドウで外部キーを選択する
10.8.1 節ではポップオーバーを使って外部キーを選択しましたが、 ここではウインドウを使って外部キーを選択す
る方法を確認します。
演習の 「見積作成管理システム」 では、 ユーザは 「見積詳細」 レイアウトにおいて新規見積を登録する際に、
見積明細行 （ポータル） で商品を選択して入力します。 （図 10.8-7）
「商品情報」 テーブルに登録されているレコード数は現在 50 レコードなので、 10.8.1 節の見積先 （顧客） と同
様にポータル上で選択することも可能な数です。 しかし、 「見積詳細」 レイアウトの見積明細はそれ自体がポータ
ルなので、「商品情報」 を選択するためのポータルを配置できません。 つまり、ポータルに配置されたポップオーバー
ボタンから表示されるポップオーバー上にはポータルを配置することができません。

図10.8-7 「見積登録」 タブパネル内の見積明細を表示するポータル

そこで、 商品選択用のウインドウを別に用意することを検討します。 「見積詳細」 レイアウトでユーザが見積登録
をする際に商品選択用のウインドウを表示し、 そのウインドウで選択してもらうイメージです。
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このための機能は、 次のようになります。

(1) いつ  ユーザの任意
(2) どこで 「見積詳細」 レイアウト （「見積管理」 TO）
(3) 誰が  ユーザ
(4) なにを 現在表示している見積の 「見積明細」 レコード
(5) なぜ  商品を選択する
(6) どのように  明細行の商品をウインドウ （「商品管理」 TO） から選択する 

「見積管理_明細」TOの 「商品外部キー」 フィールドに 「商品管理」TOの 「主キー」 フィー
ルドのデータを入力して、 関連を成立させる

これを実現するスクリプトの基本的な流れは、 次のようになります。

（1） ユーザが見積明細行の商品選択用ボタンをクリックする
（2） 商品選択用のウインドウを表示する
（3） ユーザが商品の矢印 （「←」） ボタンをクリックすると、 選択された商品に対応する 「商品情報」 レコードの
「主キー」 フィールドの値を 「見積明細」 テーブルの 「商品外部キー」 フィールドに設定する

（4） ウインドウを閉じる

商品選択のために表示するウインドウは、 どのスタイルのウインドウを設定したら良いでしょうか。 ウインドウを
表示している際に他のウインドウを操作できない方がいいので、 次のいずれかが良さそうです。

 • ダイアログウインドウ
 • カードウインドウ

ここでは、 カードウインドウを採用することにします。 そして、 表示する商品は、 現在販売中のもののみに絞り込
むことにします。
スクリプトで使用するスクリプトステップは、 [新規ウインドウ] スクリプトステップ （10.8.2） です。
上記検討結果を 「見積作成管理システム」 に組み込む具体的な作業は、 演習 10-20 で確認します。
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演習 10-20  カードウインドウを使って外部キーを選択する

フォルダ：演習10_20から21 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 10.8.3 節で検討したカードウインドウを使って外部キーを設定する機能を作成します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウトでは、 タブパネル 「見積登録」 上のポー
タルに見積明細 （商品情報） が表示されています。 （10.8.3 節の図 10.8-7）
このポータル内に既に配置している商品リスト表示用ボタン （図 10.8-8） をユーザがクリックすると商品情報を
表示するポータルを配置した商品選択用ウインドウ （カードウインドウ） を開き、 ユーザが特定の商品を選択すると
その商品情報の主キーが見積明細の外部キーとして設定されるようなスクリプトを作成します。

図10.8-8 見積明細を表示するポータル行中の商品情報を表示するためのボタン

商品選択用のレイアウト （「商品選択」） は既に用意してあり、特定の商品を選択する矢印 （「←」） ボタンには 「商
品を選択」 スクリプトが割り当てられています。 （図 10.8-9）

図10.8-9 商品選択用レイアウトと商品選択ボタン
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この演習では、 次の作業をします。
A. 「見積詳細」 レイアウトの商品選択用ボタンに商品選択用ウインドウ （カードスタイル） を開くためのスク
リプト （「商品を選択 （ウインドウを開く)」） を完成

B. 「商品選択」 レイアウトに設定されたスクリプト （「商品を選択」 スクリプト） に渡すスクリプト引数を設定

1  「見積詳細」 レイアウトの現在の内容を確認します。

a. 演習ファイルを開いて、 「見積詳細」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 商品リスト表示用ボタン （図 10.8-8） をダブルクリックして [ボタン設定] ダイアログを開き、「商
品を選択 （ウインドウを開く）」 スクリプトが割り当てられていることを確認します。

2  「商品を選択 （ウインドウを開く）」 スクリプトを完成させます。
a. 「商品を選択 （ウインドウを開く）」 スクリプトを [スクリプトを編集] ダイアログあるいは [スクリ
プトワークスペース] で開きます。
このスクリプトは、 最初はヘッダ部だけが入力されています。

b. ヘッダ部の後に [新規ウインドウ] スクリプトステップを追加し、 次のオプションを設定します。

オプション 値

[ウインドウスタイル] カード

[ウインドウ名] 商品選択

[レイアウト] 商品選択 （商品情報管理）

[サイズ] [高さ] のみ、 以下の計算式を設定
　　　Get ( ウインドウ内容高さ )

[位置] - [上端から] 0

[位置] - [左端から] Get ( ウインドウ内容幅 ) - 500

[ウインドウオプション] [親ウインドウを淡色表示] だけを選択

c. この時点でのスクリプトが次のようになっていることを確認して、 スクリプトを保存してください。

新規ウインドウ [ スタイル: カード ; 名前: "商品選択" ; 使用するレイアウト: 「商
品選択」 (商品情報管理) ; 高さ: Get ( ウインドウ内容高さ ) ; 上: 0 ; 左: 
Get ( ウインドウ内容幅 ) - 500 ]
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3  「見積詳細」 レイアウトでここまでの作業による動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトをブラウズモードで表示します。
b. 任意の商品リスト表示用ボタン （図 10.8-8） をクリックして、 商品リストを表示したカードウイ
ンドウが表示されることを確認します。 （図 10.8-10）
なお、 この時点でカードウインドウ上の商品選択ボタン （図 10.8-9） をクリックしても、 何も起
きません。 次のステップ以降でスクリプトが動作するように設定します。

c. カードウインドウ （「商品選択」 レイアウト） の左上の 「×」 アイコンをクリックして、 カードウイ
ンドウを閉じます。

図10.8-10 商品リストを表示したカードウインドウ

4  「商品選択」 レイアウトの現在の内容を確認します。
a. 「商品選択」 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。
b. 商品選択用ボタン （図 10.8-9） をダブルクリックして [ボタン設定] ダイアログを開き、 「商品
を選択」 スクリプトが割り当てられていることを確認します。

c. 「商品を選択」 スクリプトを表示します。 （図 10.8-11）
このスクリプトは既に完成しています。 スクリプト引数でフィールド名と値を取得し、 [フィールドを
名前で設定] スクリプトステップで設定していることを確認します （これは演習 10-19 （10.8.1）
で確認した方法です）。 [ウインドウを閉じる] スクリプトステップでカードウインドウを閉じた後、
フィールドに値を設定しています。
本演習の次のステップで、 このスクリプトへ渡すスクリプト引数を商品選択用ボタンに設定します。



第10章　スクリプトと自動化
　外部キーの入力とウインドウの利用　

492

図10.8-11 「商品を選択」 スクリプト

5  「商品選択」 レイアウトにスクリプト引数を設定します。
a. 「商品選択」 レイアウトの商品選択用ボタン （「←」） に割り当てられている 「商品を選択」 スク
リプトは、 ターゲットフィールド名と値を改行区切りのスクリプト変数で受け取ることを想定してい
ます。
したがって、 商品選択用ボタンには次の計算式をスクリプト引数に設定します。
「見積管理_明細::商品外部キー」 がターゲットフィールド名、 「商品情報管理::主キー」 が設定す
る値です。

GetFieldName (見積管理_明細::商品外部キー) & ¶ & 商品情報管理::主キー

b. レイアウトを保存します。

6  「見積詳細」 レイアウトでここまでの作業による動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトをブラウズモードで開きます。
b. 13 件目のレコード （「見積番号 10015」） に移動します。 現在の 「見積登録」 タブの明細行は 
3 行です。

c. 明細行の 4 行目の箱アイコンをクリックして、 カードウインドウが表示されることを確認します。
d. 商品番号 「30009」 の商品選択用ボタンをクリックすると、カードウインドウが消え、「見積詳細」
レイアウトの明細行の 4 行目に商品番号 「30009」 の情報が入力されることを確認します。 （図 
10.8-12）

e. 余裕があれば、 スクリプトデバッガやデータビューアでステップごとの動作を確認してください。
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図10.8-12 カードウインドウで選択した商品が追加されたポータル行

演習終わり

演習 10-21  スクリプトトリガをレイアウトに設定する

フォルダ：演習10_20から21 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カードウインドウを表示する際にスクリプトトリガ （10.4.1） を実行する方法を確認します。
演習 10-20 ではカードウインドウに 「商品選択」 レイアウトを表示しましたが、 このレイアウトに表示されるの
はすべての商品情報です。 演習 10-18 では現在取引中の顧客だけをポップオーバーに表示しましたが、 ここでも
同様に、 現在販売中の商品だけを表示するようにします。
演習 10-18 ではリレーションシップを使って表示する顧客情報を絞り込みましたが、 ここでは検索によって商品
情報を絞り込みます。
演習ファイルには、 「商品情報」 テーブルの 「販売状態」 フィールドが 「1」、 すなわち販売中のレコードを検索
する 「販売中の商品のみに絞り込む」 スクリプトを用意しています。 このスクリプトを、 「商品選択」 レイアウトが
表示されたときに実行するように、 スクリプトトリガに設定します。
ここで使用するスクリプトトリガは、 次のものです。

 • OnLayoutEnter スクリプトトリガ （10.4.1）

このスクリプトトリガは、 レイアウトがロードされた後にスクリプトを実行します。
なお、 この演習ファイルでは、 「商品情報」 テーブルのレコードのうち、 「商品番号」 フィールドが 「30002」
から 「30005」 の 4 レコードの 「販売状態」 を 「0」 （販売停止中） に設定しています。
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1  「販売中の商品のみに絞り込む」 スクリプトの内容を確認します。

a. [スクリプトワークスペース] を開いて 「販売中の商品のみに絞り込む」 スクリプトを表示します。
b. 「商品情報管理」 TO （「商品選択」 レイアウト） の 「販売状態」 フィールドが 「1」 のレコード
を検索するスクリプトであることを確認します。

2  「商品選択」 レイアウトにスクリプトトリガを設定します。
a. 「商品選択」 レイアウトで、 レイアウトモードに切り替えます。
b. [レイアウト設定] ダイアログを開き、 [スクリプトトリガ] タブを選択します。
c. [OnLayoutEnter] スクリプトトリガを選択し、 [スクリプト指定] ダイアログで 「販売中の商品の
みに絞り込む」 スクリプトを指定します。 （図 10.8-13）

d. [OK] をクリックして [スクリプト指定] ダイアログと [レイアウト設定] ダイアログを終了します。
e. レイアウトを保存します。

図10.8-13 「商品選択」 レイアウトにスクリプトトリガを設定

3  スクリプトトリガの動作を確認します。
a. 「見積詳細」 レイアウトをブラウズモードで開きます。
b. 任意の商品リスト表示用ボタンをクリックして、 カードウインドウを開きます。
c. カードウインドウで開かれた 「商品選択」 レイアウト上に、 販売停止中の商品番号 「30002」
から 「30005」 のレコードが表示されていないことを確認します。 （図 10.8-14）

d. 余裕があれば、 スクリプトデバッガを使って、 スクリプトトリガで起動された 「販売中の商品のみ
に絞り込む」 スクリプトをステップインで実行し、 カードウインドウの表示がどう変化するかを確
認してください。
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図10.8-14 販売停止中の商品情報が表示されていない 「商品選択」 レイアウト

演習終わり
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10.9 データファイルの利用
カスタム App からスクリプトを使ってテキストファイルをデータファイルとして取り扱うことができます。
データファイルは、 例えば、 操作のログファイル、 独自形式のデータファイル （エクスポートして作成） などに利
用することができます。

10.9.1  データファイルの取り扱い
FileMaker Pro ではデータファイルを取り扱うために、 次のスクリプトステップ群が用意されています。

 • [データファイルを作成] スクリプトステップ
 • [データファイルを開く] スクリプトステップ
 • [データファイルから読み取る] スクリプトステップ
 • [データファイルに書き込む] スクリプトステップ
 • [データファイルの位置を取得] スクリプトステップ
 • [データファイルの位置を設定] スクリプトステップ
 • [データファイルを閉じる] スクリプトステップ

データファイル操作の概要
データファイルは、 図 10.9-1 のような流れで操作します。
まず、 データファイルの存在を確認し、 なければ作成します。 そして、 データファイルに対して読み書きを始め
る前に、 データファイルを開きます。
データファイルを開いたら、 データの書き込み位置あるいは読み取り位置を取得します。 データファイルを初め
て開く場合の読み取り / 書き込み位置は 「0」、 すなわち先頭です。
そして、 必要に応じてデータの読み取り / 書き込み位置を設定してから書き込み / 読み込みを実行します。
読み取り / 書き込み作業が終わったら最後にデータファイルを閉じます。

図10.9-1 データファイルの取り扱いの流れ

このような流れでデータファイルを操作する中で、 上記データファイルを取り扱うためのスクリプトステップの他に、
次のスクリプトステップを利用することができます。
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 • [ファイルの存在を取得] スクリプトステップ
 • [ファイルを削除] スクリプトステップ
 • [ファイルの名前変更] スクリプトステップ

10.9.2  データファイルを開く
データファイルを開くには、 [データファイルを開く] スクリプトステップを使います。 データファイルは、 同時に最
大数 25 個まで開くことができます。
開かれたデータファイルは、 [データファイルを閉じる] スクリプトステップを使用してファイルを閉じるか、 あるい
は FileMaker Pro を終了するまで開いたままになります。 データファイルを開いた FileMaker Pro ファイル （カ
スタム App） を閉じても、 データファイルは閉じられません。
開いたデータファイルにはファイル IDという識別子が付与されます。 ファイル ID は、 FileMaker Pro を起動後、
データファイルを開くたびに 「1」 からカウントアップします。 同じデータファイルでも、 データファイルを開くたびに
異なるファイル ID になります。
データファイルを開く際、 すなわち [データファイルを開く] スクリプトステップを実行した際には、 次のエラーが
起こる可能性があります。

 • エラーコード 2 （「メモリエラー」） ：
同時に開くことができるデータファイルの数 （25） を超えた場合

 • エラーコード 300 （「ファイルがロックされているか、 使用中です」） ：
既に開いているデータファイルを開こうとした場合

現在開いているデータファイルを確認するには、 次の関数を使うことができます。

 • Get ( オープンデータファイル情報 )　（9.4.14）

本節の演習ファイルについて
本節の演習 10-22 ～ 10-26 で使用する演習ファイル （図 10.9-2） は、 データファイルの操作を確認するた
めの専用のカスタム App です。
演習ファイルには既に完成したスクリプトが用意されています。 各演習では、 対応するスクリプトの内容と動作を
確認します。
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図10.9-2 本節の演習ファイル

演習 10-22  データファイルを作成する

フォルダ：演習10_22から26 使用ファイル： 10_見積作成管理.fmp12

本演習では、 データファイルの存在を確認し、 ファイルが存在しなければ作成する動作を確認します。
演習ファイルでは、 「存在確認と作成」 スクリプトを使って、 「指定ファイル名」 フィールドに入力されたファイル
名でデータファイルを作成するようになっています。 「存在確認と作成」 スクリプトは、 演習ファイルの 「データファ
イル例」 レイアウトの 「ファイルの存在確認と作成」 ボタンに関連付けられています。 （図 10.9-3）
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図10.9-3 データファイルの作成の確認 （演習）

「存在確認と作成」 スクリプトでは、 次のスクリプトステップを使用しています。

 • データファイルの存在を確認： [ファイルの存在を取得] スクリプトステップ
 • データファイルを作成：   [データファイルを作成] スクリプトステップ

1  「存在確認と作成」 スクリプトの内容を確認します。

a. [スクリプトワークスペース] で 「存在確認と作成」 スクリプトを開きます。
b. 10 行～ 13 行の内容を確認します。
まず、 「データファイル例::ファイル名」 フィールドにデータファイル名が指定されているかどうか
を確認し、 指定されていない場合はスクリプトを終了します。

レコード/検索条件確定 [ ダイアログあり : オン ]

If [ IsEmpty ( データファイル例::ファイル名 ) ]
        カスタムダイアログを表示 [ "エラー" ; "必要な情報がありません。 " ]
        現在のスクリプト終了 [ テキスト結果 : "ファイル名がない" ]
End If 

c. 16 行目の内容を確認します。
データファイルの名前を、 完全パスでローカル変数 「$fileName」 に設定します。 このスクリプ
トでは、 デスクトップの下の、 「データファイル例::フォルダ名」 フィールドに指定された名前 （演
習ファイルでは 「ClarisFG」 が入力されています） のフォルダの下にデータファイルを作成しま
す。 データファイル名には、 指定されたファイル名に拡張子 「.txt」 を付加しています。

# ファイル名を設定する
変数を設定 [ $fileName ; 値 : "file:" & Get ( デスクトップパス ) & デー
タファイル例:フォルダ名 & "/" & データファイル例::ファイル名 & ".txt" ]
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d. 19 行～ 26 行の内容を確認します。
[ファイルの存在を取得] スクリプトステップを用いて同じ名前のデータファイルが既に存在してい
ないかを確認し、 存在していればダイアログを表示、 存在していなければデータファイルを作成
します。

# ファイルの存在を確認する
ファイルの存在を取得 [ 「$fileName」 ; ターゲット : $resultFileName ]

 If [ $resultFileName ]

        カスタムダイアログを表示 [ "ファイルあり" ]
Else

        # ファイルがなければ作成
        データファイルを作成 [ 「$fileName」 ; フォルダを作成 : オン ]
        カスタムダイアログを表示 [ "ファイルなし" ; "ファイルを作成しました。 " ]
End If

2  「存在の確認と作成」 スクリプトによる動作を確認します。
a. 「データファイル例」 レイアウト上の 「指定ファイル名」 欄に任意のファイル名を入力します。 以
下のイメージでは、 ファイル名として 「データファイル演習」 を指定しています。

b. 「ファイル存在確認と作成」 ボタンをクリックし、 カスタムダイアログ 「ファイルを作成しました。」
が表示されることを確認します。

c. 「OK」 をクリックしてダイアログを閉じます。

3  作成されたデータファイルを確認します。
a. デスクトップに 「ClarisFG」 フォルダ
が作成され、 その中に 「データファイ
ル演習.txt」 という名前のファイルが
作成されていることを確認します。 （図 
10.9-4）

4  余裕があれば、 データファイルの削除を確
認してみましょう。
a. 「指定ファイル削除」 ボタンには 「デー
タファイルを削除」 スクリプトが関連付けられています。スクリプトデバッガやデータビューアを使っ
て、 動作を確認してみてください。

図10.9-4 作成されたフォルダとデータファイル

演習終わり
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演習 10-23  データファイルを開いてファイル ID を確認する

フォルダ：演習10_22から26 使用ファイル： 10_データファイル.fmp12

本演習では、 データファイルの存在を確認し、 ファイルが存在していればそれを開く動作を確認します。
演習ファイルでは、 「存在確認、 開く」 スクリプトを使って、 「指定ファイル名」 フィールドに入力されたファイル
名のデータファイルを開くようになっています。 「存在確認、開く」 スクリプトは、演習ファイルの 「データファイル例」
レイアウトの 「ファイル存在確認、 開く」 ボタンに関連付けられています。 （図 10.9-5）

図10.9-5 データファイルを開く操作の確認 （演習）

「存在確認、 開く」 スクリプトでは、 次のスクリプトステップを使用します。

 • データファイルの存在を確認： [ファイルの存在を取得] スクリプトステップ
 • データファイルを開く ：  [データファイルを作成] スクリプトステップ

また、 「データファイル例」 レイアウトの左上には、 「データファイルをすべて閉じる」 ボタンが用意されています。
このボタンをクリックすると、 「データファイルを閉じる」 スクリプトによって、 現在開かれているすべてのデータファ
イルを閉じることができます。 データファイルを閉じるには、 次のスクリプトステップを使用します。

 • データファイルを閉じる ： [データファイルを閉じる] スクリプトステップ

さらに、 この演習ファイルには複数 （3 つ） のデータファイルを一括自動生成するスクリプト 「複数のデータファ
イルをつくる」 が含まれています。 本演習では、 複数のデータファイルが作成されたときの表示も確認します。
「データファイルをすべて閉じる」 ボタンの下には、「現在開いているデータファイル」 というラベルの下に 「{{オー
プンデータファイル情報}}」 という記号が配置されています （レイアウトモードで確認してください）。 この記号は、
Get ( オープンデータファイル情報 ) 関数 （9.4.14） の戻り値と同じ書式で、 現在開いているすべてのデータファイ
ルのファイル ID とパスを表示します。 データファイルが開かれていない場合には、 何も表示されません。
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1  演習 10-22 を実施していない場合は、 データファイル 「データファイル演習.txt」 を作成します。

a. 「指定ファイル名」 フィールドに 「データファイル演習」 と入力して、 「ファイル存在確認と作成」
ボタンをクリックします。

b. カスタムダイアログ 「ファイルを作成しました。」 が表示されて、 データファイルが作成されたこ
とを確認します。

2  「存在確認、 開く」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「存在確認、 開く」 スクリプトを開きます。
b. 22 行～ 26 行の内容を確認します （それまでのステップは演習 11-22 で確認した内容とほぼ
同じです）。
指定されたデータファイルが存在していることを確認し、 データファイルを開きます。 データファ
イルが存在しなければ、 何もしません。
なお、 [データファイルを開く] スクリプトステップの実行後、 オプションで指定したローカル変数
「$fileOpen」 には、 ファイル ID が保存されます。

# ファイルの存在を確認する
ファイルの存在を取得 [ $fileName ; ターゲット : $resultFileName ]
If [ $resultFileName // ある ]
        # ファイルあれば開く
        データファイルを開く [ 「$fileName」 ; ターゲット : $fileOpen ]
End If

c. 29 行目の内容を確認します。
レイアウト上の 「現在開いているデータファイル」 の下の記号 「{{オープンデータファイル情報}}」
を表示させるために、 ウインドウ内容を再表示します。

# レイアウト上の記号 {{ オープンデータファイル情報 }} を表示するため再表示
ウインドウ内容の再表示

d. ローカル変数 「$fileOpen」 に設定されたファイル ID をカスタムダイアログで表示します。

カスタムダイアログを表示 [ "ファイルの状態" ; "fileOpen変数=" & $fileOpen 
& ¶ &
 "(数字は開いているファイル IDです)" ] 

3  「存在確認、 開く」 スクリプトの動作を確認します。
a. 「ファイル存在確認、 開く」 ボタンをクリックして、 ファイル ID を表示するカスタムダイアログが
表示されることを確認します。 （図 10.9-6）

b. レイアウト上の 「現在開いているデータファイル」 の下に、 今開いたデータファイルのファイル 
ID とパスが表示されていることを確認します （左端の番号がファイル ID です）。
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図10.9-6 開いたデータファイルのファイル ID

4  複数のデータファイルを開いて、 データファイルへのファイル ID の付与のされ方を確認します。
a. 「複数データファイル作成 （準備）」 ボタンをクリックします。
このボタンには、 複数 （3 つ） のデータファイルを一括自動生成して開くスクリプト 「複数のデー
タファイルをつくる」 が関連付けられています。

b. レイアウト上の 「現在開いているデータファイル」 の下に、 現在開かれている 4 つのデータファ
イル （前のステップで開いた 「データファイル演習.txt」 を含む） が表示されていることを確認
します。

c. 開かれているデータファイルのファイル ID は、 先に開いていたデータファイル （ファイル ID は
「1」） の次の番号 （「2」） から連番になっていることを確認します。 （図 10.9-7）

図10.9-7 開いた複数のデータファイルのファイル ID

d. レイアウト左上の 「デーファイルをすべて閉じる」 ボタンをクリックして、 現在開いているすべて
のデータファイルを閉じます。
「現在開いているデータファイル」 の下に何も表示されなくなることを確認します。
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e. 再度、 「ファイル存在確認、 開く」 ボタンをクリックします。
開かれたデータファイル 「データファイル演習.txt」 のファイル IDが、 最初に開いたときのファイ
ル ID （「1」） とは異なり、 上記ステップで開いたデータファイルのファイル ID の続き番号 「5」
であることを確認します。 （図 10.9-8）
同じデータファイルでも、 データファイルを開くたびに異なるファイル ID になります。

図10.9-8 再度開いたデータファイルのファイル ID

演習終わり

10.9.3  データファイルに書き込む / データファイルから読み込む
データファイルを開いた後、データを書き込む、あるいは読み込むにはそれぞれ次のスクリプトステップを使います。

 • [データファイルに書き込む] スクリプトステップ
 • [データファイルから読み取る] スクリプトステップ

どちらもファイル ID （10.9.2） を使ってデータファイルを指定します。 読み書きする文字コードは、 UTF-16 （リ
トルエンディアン） または UTF-8 を選択できます。

データファイルの読み取り / 書き込み位置
データファイルの読み取り / 書き込み位置とは、 データの読み取りまたは書き込みを開始する位置を示す、 デー
タファイルの先頭からのバイト数です。 データファイルを初めて開いた場合の読み取り / 書き込み位置は 「0」 です。
ファイルの終わりでは、 読み取り / 書き込み位置はファイルサイズと同じになります。
ファイルの読み取りまたはファイルへの書き込みが完了すると、 読み取り / 書き込み位置は、 読み取られたデー
タまたは書き込まれたデータの後の位置に移動します。
任意の位置からデータを読み取りまたは書き込みを行うには、 読み取りまたは書き込みを実行する前に、 次の
スクリプトステップで読み取り / 書き込み位置を設定します。

 • [データファイルの位置を設定] スクリプトステップ
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演習 10-24  データファイルに書き込む

フォルダ：演習10_22から26 使用ファイル： 10_データファイル.fmp12

本演習では、 データファイルにデータを追記する方法を確認します。
演習ファイルでは、 「存在確認、開く、読取、位置取得」 スクリプトを使ってデータファイルの内容を読み取り、デー
タの最後の位置を取得します。 そして、取得した最後の位置を使って 「指定の文字列を書込」 スクリプトでデータファ
イルにデータを書き込みます。
「存在確認、開く、読取、位置取得」 スクリプトは、演習ファイルの 「データファイル例」 レイアウトの 「確認、開く、
読取、 位置取得」 ボタンに、 「指定の文字列を書込」 スクリプトは 「指定文字列書込」 ボタンにそれぞれ関連付
けられています。 （図 10.9-9）

図10.9-9 データファイルに書き込む操作の確認 （演習）

それぞれの動作には、 次のスクリプトステップを使用します。

 • データファイルからデータを読み取る： [データファイルから読み取る] スクリプトステップ
 • データファイルの読み取り位置を取得： [データファイルの位置を取得] スクリプトステップ
 • データファイルにデータを書き込む： [データファイルに書き込む] スクリプトステップ

1  演習 10-22 を実施していない場合は、 データファイル 「データファイル演習.txt」 を作成します。

a. 「指定ファイル名」 フィールドに 「データファイル演習」 と入力して、 「ファイル存在確認と作成」
ボタンをクリックします。

b. カスタムダイアログ 「ファイルを作成しました。」 が表示されて、 データファイルが作成されたこ
とを確認します。
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2  「存在確認、 開く、 読取、 位置取得」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「存在確認、 開く、 読取、 位置取得」 スクリプトを開きます。
b. 19 行～ 21 行でファイルの読み取り / 書き込み位置を保持するフィールド （「位置 | 書込前」 と
「位置 | 書込後」） を初期化していることを確認します。

c. 36 行目の内容を確認します。
データを書き込む位置 （データファイルの最後） を確認するために、 先に読み取りを行います。
[データファイルから読み取る] スクリプトステップは、 オプション [バイト] を指定しなかった場合、
ファイル全体が読み取られます。
ファイルの読み取りを完了すると、 読み取り位置は読み取られたデータの後の位置、 すなわち、
この場合はファイルの最後の位置に移動します。

# 読み取り 最後の位置を確認するため
データファイルから読み取る [ ファイル ID : $fileID ; 
ターゲット : データファイル例::読み取り内容 ; 読み取る : UTF-8 ]

d. 39 行目の内容を確認します。
現在の読み取り位置を取得し、 「位置 | 書込前」 フィールドに保存します。
なお、 このスクリプトでは読み取った位置をレイアウト上で確認できるようにフィールドに保存して
いますが、 通常は変数に保存するだけで十分です。

# 位置を取得
データファイルの位置を取得 [ ファイル ID : $fileID ; ターゲット : データファイ
ル例::位置|書込前 ]

3  「存在確認、 開く、 読取、 位置取得」 スクリプトの動作を確認します。
a. 「指定ファイル名」 フィールドに 「データファイル演習」 が入力されている状態で 「確認、 開く、
読取、 位置取得」 ボタンをクリックします。

b. 「データファイル例」 レイアウト上の各フィールドが次の状態になることを確認します。
 • 「位置｜書込前」 フィールド ： 「0」 が設定される
 • 「読み取り内容」 フィールド ： 何も表示されない
 • 「ファイルサイズ」 フィールド ： 何も表示されない

c. デスクトップの 「ClarisFG」 フォルダ中のデータファイル 「データファイル演習.txt」 をテキスト
エディタで開き、 何も入力されていないことを確認します。

4  「指定の文字列を書込」 スクリプトの内容を確認します。 なお、 「存在確認、 開く、 読取、 位置取得」
スクリプトと 39 行目までは同じ内容です。
a. [スクリプトワークスペース] で 「指定の文字列を書込」 スクリプトを開きます。
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b. 42 行目の内容を確認します。
「位置 | 書込前」 フィールドに保存したファイルの読み取り完了後の位置を、 データファイルの位
置として設定します。

# 位置を設定
データファイルからの位置を設定 [ ファイル ID : $fileID ; 新しい位置 : データ
ファイル例::位置|書込前

c. 45 行目の内容を確認します。
データファイルに 「書き込み内容」 フィールドの値を書き込みます。 このときの書き込み開始位
置は、 この前のステップ設定したデータファイルの位置です。

# 書き込み
データファイルに書き込む [ ファイル ID : $fileID ; 
データソース : データファイル例::書き込み内容 ; 書き込み : UTF-8 ; 改行を追加 
: オン ]

d. 48 行～ 54 行の内容を確認します。
レイアウト上で確認するため、 書き込み後の位置、 ファイルサイズ、 ファイルの内容を各フィール
ドに設定します。

# 位置を取得 書き込み後の最後の位置を確認するため
データファイルの位置を取得 [ ファイル ID : $fileID ; ターゲット: データファイ
ル例::位置|書込後 ]

# 読み取り レイアウト上に表示するため
データファイルから読み取る [ ファイル ID : $fileID ; ターゲット: データファイル
例::読み取り内容 ; 読み取る: UTF-8 ]

# ファイルサイズを取得
ファイルサイズを取得 [ 「$fileName」 ;  ターゲット : データファイル 例::ファイル
サイズ ]

5  「指定の文字列を書込」 スクリプトの動作を確認します。
a. 「データファイル例」 レイアウトの 「指定文字列内容」 欄 （「書き込み内容」 フィールド） に、 任
意の文字列を入力します。

b. 「指定文字列書込」 ボタンをクリックし、「位置 | 書込後」、「ファイルサイズ （バイト）」 および 「読
み取り内容」 に、 入力した文字列に対応する値が表示されることを確認します。

c. 「指定文字列内容」 欄 （「書き込み内容」 フィールド） に再度、 別の任意の文字列を入力します。
d. 「指定文字列書込」 ボタンをクリックし、 「位置 | 書込後」、 「ファイルサイズ （バイト）」 および
「読み取り内容」 の内容が、 上記ステップの書き込み直後の位置から書き込まれている値になっ
ていることを確認します。

演習終わり
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演習 10-25  データファイルから読み取る

フォルダ：演習10_22から26 使用ファイル： 10_データファイル.fmp12

本演習では、 データファイルの任意の位置からデータを読み取る方法を確認します。
演習ファイルでは、 「指定の位置から読み取り （UTF8）」 を使って、 指定された読み取り位置からデータファイ
ルの内容を読み取ります。
「指定の位置から読み取り （UTF8）」 スクリプトは、 演習ファイルの 「データファイル例」 レイアウトの 「指定の
位置から読取 （UTF-8）」 ボタンに関連付けられています。 （図 10.9-10）

図10.9-10 データファイルの任意の位置から読み込む操作の確認 （演習）

「指定の位置から読み取り （UTF8）」 スクリプトでは、 次のスクリプトステップを使用します。

 • データファイルの読み取り位置を取得： [データファイルの位置を取得] スクリプトステップ
 • データファイルからデータを読み取る： [データファイルから読み取る] スクリプトステップ

なお、 「読み取り用データファイル作成 （準備）」 ボタンには、 長文テキストが保存されたサンプルのデータファ
イルを作成するための 「長文が入力されているファイルを生成する」 スクリプトが関連付けられています。

1  演習用の長文テキストが保存されたデータファイルを作成します。

a. 「データファイル例」 レイアウト上の 「読取用データファイル作成 （準備）」 ボタンをクリックし、「長
文ファイルサイズ （バイト）」 に値が表示されることを確認します。

b. デスクトップの 「ClarisFG」 フォルダに 「ClarisTestText.txt」 というファイルが作成されており、
ファイルサイズが 「長文ファイルサイズ （バイト）」 であることを確認します。
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c. 「ClarisTestText.txt」 ファイルをテキストエディタなどで開いて、 長文データが保存されている
ことを確認します。

2  「指定の位置から読取 (UTF8)」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] で 「指定の位置から読取 (UTF8)」 スクリプトを開きます。
b. 36 行目の内容を確認します。
開いたデータファイルの読み取り位置を 「指定読み取り開始位置」 フィールドに設定します。

# 位置を設定
データファイルの位置を設定 [ ファイル ID : $fileID ; 
新しい位置 : データファイル例::指定読み取り開始位置 ]

c. 39 行目の内容を確認します。
データファイルからデータを読み取ります。 [データファイルから読み取る] スクリプトステップは、
オプション [サイズ (バイト)] で、 「指定読み取り数」 フィールドで指定された量のデータを現在
の読み取り / 書き込み位置から読み取るように設定されています。

# 読み取り
データファイルから読み取る [ ファイル ID : $fileID ; サイズ (バイト) : デー
タファイル例::指定読み取り数 ; データソース : データファイル例::指定読み取りUTF
内容 ; 読み取る : UTF-8 ]

3  「指定の位置から読取 (UTF8)」 スクリプトの動作を確認します。
a. 「データファイル例」 レイアウト上の 「指定読み込み開始位置」 および 「指定読み取り数」 フィー
ルドに何も設定せずに、 「指定の位置から読取 （UTF-8）」 ボタンをクリックします。

b. 「指定読み取り内容」 フィールドに、 「ClarisTestText.txt」 ファイルの内容がすべて読み取られ
ていることを確認します。

c. 「指定読み込み開始位置」 および 「指定読み取り数」 フィールドに次の値を入力して 「指定の
位置から読取 （UTF-8）」 ボタンをクリックし、 「指定読み取り内容」 フィールドの内容を確認し
ます。

フィールド 値

指定読み込み開始位置 0

指定読み取り数 36

指定読み取り内容 1 （改行）
It was a bright cold day in April,
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d. 「指定読み込み開始位置」 および 「指定読み取り数」 フィールドに次の値を入力して 「指定の
位置から読取 （UTF-8）」 ボタンをクリックし、 「指定読み取り内容」 フィールドの内容を確認し
ます。

フィールド 値

指定読み込み開始位置 41

指定読み取り数 34

指定読み取り内容 the clocks were striking thirteen.

演習終わり

演習 10-26  新規レコード作成時にデータファイルに記録する

フォルダ：演習10_22から26 使用ファイル： 10_データファイル.fmp12

本演習では、 データファイルの応用として、 新規レコードが作成された時にデータファイル （ログファイル） へ記
録するスクリプトを確認します。
演習ファイルの 「タスク」 レイアウト上で 「新規レコード作成」 ボタンをクリックすると、 新規レコードが作成さ
れると同時に、 レイアウト名、 テーブル名、 主キー、 作成時のタイムスタンプ、 および作成者をログファイルに追
記していくようになっています。 （図 10.9-11）

図10.9-11 新規レコード作成時にログファイルに記録 （演習）
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この処理には、 「新規レコード作成｜データファイルに記録」 スクリプトと 「データファイル記録 （新規）」 スクリ
プトを使っています。 ここではスクリプトの解説はしませんので、 スクリプトデバッガやデータビューアを使って、 動
作を確認してみてください。

1  「タスク」 レイアウトで新規レコードを作成します。

a. 演習ファイルを開いて、 「タスク」 レイアウトを表示します。
b. 「新規レコード作成」 ボタンをクリックして新規レコードを作成します。
c. 「確認」 ダイアログが表示されたら [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。
d. レイアウトの最後に新しいレコードが作成されていることを確認します。

2  データファイルを確認します。
a. 初めて新規レコードを作成した場合は、デスクトップの 「ClarisFG」 フォルダの下に 「新規レコー
ドログ.txt」 というファイルが作成されていることを確認します。

b. 「新規レコードログ.txt」 ファイルをテキストエディタなどで開いて、 1 行目に項目名、 2 行目以降に
新規レコードの情報が入力されていることを確認します。

c. 「新規レコードログ.txt」 ファイルを閉じます。

3  再度、 新規レコードを作成し、 データファイルの内容を確認します。
a. 「新規レコード作成」 ボタンをクリックして新規レコードを作成します。
b. 「新規レコードログ.txt」 ファイルに新たに新規レコードの情報が追記されていることを確認しま
す。 （図 10.9-12）

図10.9-12 「新規レコードログ.txt」 の内容

演習終わり
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第11章 集計とグラフの活用

FileMaker Pro には、 蓄積したデータを分析したり視覚化したりするために、 集計とグラフ化の機能があります。
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 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
レイアウトを作成する方法を確認しました。 また、 同書ではブラウズモードでクイックグラフを作成する方法も確認
しています。
ここでは、 カスタム App にどのような集計とグラフが必要かを検討し、 それを実現するために必要な準備や方
法について確認します。 またアシスタントを使わずに集計フィールド、 集計パート、 あるいはグラフオブジェクトを
レイアウトに配置して、 さらに柔軟に集計とグラフを利用できるようにします。

11.1 集計とグラフの設計

11.1.1  FileMaker Pro における集計とグラフの作成
FileMaker Pro 単体では、 任意のタイミングで任意の集計やグラフを自由に作成する、 ということは実はあまり
簡単ではありません。 それは、 FileMaker Pro で集計やグラフを作成するためには次の要素が必要だからです。

 • 集計、 グラフに表示するデータを保存するテーブル、 フィールド、 リレーションシップ
 • 集計、 グラフを表示するためのレイアウト
 • 集計、 グラフを自動的に正しく表示するためのスクリプト

これらを検討する中では、 集計やグラフを表示するタイミングや表示までの時間 （パフォーマンス） などさまざま
な要件についても考慮する必要があります。 内容によっては、 他の機能よりも作業時間がかかる可能性もあります。
つまり、 カスタム App で集計やグラフを利用するには十分な準備が必要です。

集計とグラフの設計のタイミング
上記のように、 集計やグラフを作成するには時間がかかることがあるので、 集計やグラフの内容は企画や要件
定義 （2.2） の段階で決定できることがベストです。
しかしながら、 現在の業務で集計やグラフを使っていない場合や、 まったく新しい集計やグラフが必要かどうか
を改めて検討する場合、 何が必要なのか、 なかなか意見が出ないこともあるかもしれません。 そのようなときは、
無理に決める必要はありません。 カスタム App の機能の重要度、優先度、作成の難易度 （2.2.2） を考慮しながら、
必要なものから順次作成していきましょう。
なお、 FileMaker Pro の機能を利用するだけでなく、 他のデータ分析 ・ 可視化ツール （BI ツール） を利用して 
FileMaker Pro のデータを集計 ・ 可視化することもできます。 詳しくは、 Claris の Web サイトなどを参照してく
ださい。



第11章　集計とグラフの活用
　集計とグラフの設計　

516

集計、 グラフの要件定義と設計
集計、 グラフ機能の設計も、 基本的に他の機能と同じように 5W1H に沿って考えることができます。 具体的な
内容を、 以下簡単に確認します。

（1） いつ
集計やグラフを、 どのようなタイミング （定期的なのか任意なのか）、 頻度で表示するかを検討します。

（2） どこで
ここでは次の 2 つの観点を考えます。

 • どのレイアウトに集計、 グラフを表示するか
 • 処理をクライアント （FileMaker Pro、 FileMaker Go など） あるいはサーバー （FileMaker 
Server あるいは FileMaker Cloud） のどちらで実行するか

サーバーを利用しているのであれば、 ユーザが任意のタイミングで実行するのか、 あるいは定期的なスケジュー
ルで実行するのかも、 後述のパフォーマンスとの兼ね合いを含めて検討します。

（3） 誰が
セキュリティの観点から、 どのユーザが集計やグラフを使うかをデータに応じて検討します。 例えば、 次のような
点です。

 • データに個人情報が含まれている場合、 誰が集計結果やグラフを見られるか
 • データに秘密情報が含まれている場合、 誰が印刷やエクスポートができるか

（4） なにを
まず、 必要なデータが揃っているかどうかを確認します。 集計やグラフに必要な結果から、 その元になるデータ
を検討します。
これはとても重要です。
既にカスタム App を作成し始めているときには、 この作業によって、 「テーブルに必要な項目 （フィールド） が
ない」 ということに気づき、 フィールドを増やして入力用レイアウトを変更する必要が出るかもしれません。
また、 既にカスタム App の運用を始めている場合には、 データが蓄積されたデータベースにフィールドが追加
されることになります。 このときには、 初期値を入力するかどうか、 これまでのデータは集計やグラフの対象外に
するかどうか、 などを考えます。
集計やグラフ用のフィールドを追加する場合に、 元データとして複数のデータからの計算結果を利用するときに
は、 フィールドを計算タイプあるいは集計タイプのどちらにするかを考えます。
例えば、 演習の 「見積作成管理システム」 の 「見積情報」 と 「見積明細」 テーブルのリレーションシップを考
えると、 「見積情報」 から 「見積明細」 テーブルの関連レコードを集計するのであれば、 統計関数の計算式が指
定された計算フィールドを使うことが多いかもしれません。
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（5） なぜ
「会議のため」 など抽象的な理由ではなく、 結果を何のために使用するのかを確認しておきます。 例えば、 営
業担当ごとの注文数や注文金額の合計で営業成績を評価する、 などの具体的な目的です。
これによって、 ユーザから集計結果の表示方法やグラフの種類についての要望が新たに出てくるかもしれません。
希望通りの表示や出力が可能かについて必ず確認します。 例えば 「表」 的な見た目を要望されたときなど、 見た
目のために設計を工夫する必要があるかもしれません。
また、 出力された結果の受け渡し方法も確認します。 例えば、 FileMaker クライアントからレイアウトにアクセス
してもらう、 印刷して配布する、 メールの文中に記述、 メールに PDF ファイルなどで添付、 などです。

（6） どのように
集計やグラフの対象レコードは検索やリレーションシップを使用して作成するので、 この対象をどのように決める
かを決定する必要があります。 これは主に次のどちらかです。

 • 対象はあらかじめ決まっている
 • ユーザが任意に決定する

後者であれば、 集計やグラフの処理実行前にユーザが集計対象範囲を指定するレイアウトが必要になります。
また、 同じデータを元に表示方法のバリエーションが必要な場合があります。
例えば、 次の機能を用意している場合を考えてください。

 • 商品ごとの売り上げ件数を月ごとに 12 ヶ月分表示

このときに、 次のような要望が出ることがあります。

 • 月ごとの各商品の売り上げ件数を見たい

これに対応するには、 テーブル設計によって、 単純にソート順を変更するボタンを作成するだけで良いかも知れ
ませんし、 別の集計機能を 1 つ追加することになるかもしれません。 一見、 ソートの違いだけのように思えても、
必ずテストをして確認しましょう。

（7） 補足事項 ： パフォーマンス
データの蓄積が少ないうちは集計結果がすぐに表示されていても、 蓄積データ数が増えると結果の表示に時間
がかかるようになってしまうことがあります。
可能であれば、 テスト時に 1 年ないし 2 年分のデータを使って結果が出るまでの時間を測定しておくことを検
討してください。 経験値で時間がかかるかどうかを予想できるようになることもあります。
もし、 ユーザが待てないほど時間がかかるようになったら、 次のような対策を考えます。
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 • 処理をサーバー（FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud） で使用頻度が少ない時間帯 （夜
間など） にスケジュール実行
 • 一度実行した集計結果を保存しておく場所を作成
 • 集計フィールドではなく、 数字フィールドに結果を格納

これらの対策は、 毎回最新データを参照しなくても直近の過去の結果を確認するので用が足りる場合に効果的で
す。
処理結果を保存しておくと、 集計フィールドがレイアウト上に表示されるたびに処理が実行される場合よりも結
果の表示が早くなります。 また、 サーバーで夜間に処理を実行するにすると、 業務時間に処理実行の負荷がかか
るのを防ぐことができます。
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11.2 集計機能の応用
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 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
レイアウトを作成する方法を確認しました。 ここでは、 既に作成されているレイアウトに集計フィールドや集計パー
トなどを追加して集計結果を表示する方法を確認します。
なお、 FileMaker Pro が提供している基本的な集計機能については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 
基礎編」 などを参照してください。

11.2.1  既存レイアウトへ集計機能を追加する
ここでは、 演習に使っている 「見積作成管理システム」 の 「見積リスト」 レイアウトに次の集計結果を表示する
ことを検討します。

 • 顧客ごとの見積件数と受注件数
 • 顧客ごとの見積金額の総計と受注金額の総計

図11.2-1 「見積リスト」 レイアウトに追加した集計結果

なお、演習 11-1 の演習ファイルには既にこの機能を実装しているので、以下、ファイルの内容と共に確認していっ
てください。



第11章　集計とグラフの活用
　集計機能の応用　

520

フィールドの追加
集計結果を表示するために、 データベースの 「見積情報」 テーブルに 表 11.2-1 の 5 つのフィールドを用意し
ます （なお、 「s_見積額」 フィールドは演習 9-9 で追加済み）。

表11.2-1 「見積情報」 テーブルに追加するフィールド

フィールド名 タイプ 用途 定義

s_見積件数 集計 見積先 （顧客） ごとの見積作成件数 「主キー」 フィールドのカウント （図 11.2-2）

s_見積額 集計 見積先 （顧客） ごとの見積金額合計 「c_見積総額」 フィールドの合計

c_見積受注件数 計算 見積先 （顧客） ごとの 「注文あり」 の見
積作成数

Count ( 見積管理 | 集計 | 自己::主キー )

c_見積受注金額 計算 見積先 （顧客） ごとの 「注文あり」 の見
積金額合計

Sum ( 見積管理 | 集計 | 自己::c_見積総額 )

c_注文有無 計算 見積先 （顧客） ごとの 「注文あり」 の見
積情報を抽出するための照合フィールド

If ( 見積結果 = "注文あり" ; 1; 0 )

集計フィールドの集計対象として可能なのは、 同じテーブル内のフィールドのみです。 表 11.2-1 の 2 つの集計
フィールドのうち、 「s_見積件数」 フィールドのカウント対象に 「主キー」 を指定しているのは、 「主キー」 フィー
ルドは空欄不可なので確実にカウントできるからです。 （図 11.2-2）

図11.2-2 集計フールド 「s_見積件数」 の定義
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リレーションシップの追加
表 11.2-1 に既出のとおり、 「注文あり」 のレコードだけを抽出するために 「見積管理 | 集計 | 自己」 TO を作
成し、 自己連結リレーションシップを定義します。
「見積管理」 TO と 「見積管理 | 集計 | 自己」 TO とは、 次の 2 つの照合条件を使っています。

 • 見積管理::顧客外部キー = 見積管理 | 集計 | 自己::顧客外部キー
 • 見積管理::_1 = 見積管理 | 集計 | 自己::c_注文有無

「c_注文有無」 フィールドは上で追加したフィールドです。 「_1」 フィールドは常に 「1」 が入力されているフィー
ルドなので、上記照合条件によって 「顧客番号が同じで『 注文あり』の見積情報」 が抽出されることになります。 （図 
11.2-3）

図11.2-3 「注文あり」 のレコードを抽出するための自己連結リレーションシップ

レイアウトへの集計パートの追加
「見積先 （顧客） ごと」 に集計結果を表示するには、 集計パートを使います。
「見積リスト」 レイアウト （「見積管理」 TO） には、 「見積管理_顧客」 TO の 「顧客番号」 でソートして集計す
るための集計パートを追加します。 そして、 その集計パートに、 表示したい集計フィールド、 計算フィールドを配置
します。 図 11.2-4 では、 マージフィールドを使ってこれらのフィールドを配置しています。
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図11.2-4 「見積リスト」 レイアウトに集計パートを追加

ソート用スクリプトの追加
レイアウトに集計パートを追加して集計フィールドを配置しただけでは、 集計パートは表示されません。 これは、
レコードが集計パートに指定したフィールドでソートされていないためです。
「見積リスト」 レイアウトの右上のボタンバーには、 レコードをソートするためのセグメントが既に用意されていま
す （図 11.2-5）。 このボタンセグメントに 「集計用ソート見積リスト」 スクリプトを割り当てます。
このスクリプトの内容は、 次のとおりです。

レコードのソート [ 記憶する ; ダイアログあり: オフ ]
レコード / 検索条件 / ページへ移動 [ 最初の ]

ここで実行するソートは、 集計パートで指定した以外のソートフィールドが含まれても構いません。 上記スクリプ
トでのソート順は、 次のとおりです。

（1） 見積管理_顧客::顧客番号 （昇順）
（2） 見積管理::見積番号 （降順）
（3） 見積管理::発行日 （降順）

ユーザが 「見積リスト」 レイアウトのソートボタンをクリックすると、レコードが上記順でソートされ、集計パート （「前
部小計」） が表示されます。
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図11.2-5 前部小計パートを表示するためのソートボタン

演習 11-1  総計を追加する

フォルダ：演習11_1 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 既存のレイアウトに総計を追加する方法を確認します。
11.2.1 節では、 「見積作成管理システム」 の 「見積リスト」 レイアウトに見積先 （顧客） ごとの小計パートを追
加する方法を確認しました。 ここでは 「見積リスト」 レイアウトにさらに、見積件数と見積額それぞれの総数 （総計）
を追加します。
総計を表示するには、 総計パート （前部総計パート） を使用します。
なお、 集計フィールドの結果のタイプは主に数値なので、 レイアウト上では余裕のあるフィールド幅を設定します。
また、 小数点以下の端数が発生するような数値では、 インスペクタで適切な書式設定をします。
演習ではさらに、 表示された総計の値がソートでは変わらず、 対象レコードを変更すると変わることも確認します。

1  演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトを表示します。 
ソートボタンをクリックして 11.2.1 節の小計パートを表示している場合は、 [レコード] メニューの 
[ソート解除] を選択してソートを解除しておきます。

2  「見積リスト」 レイアウトに総計パートを追加します。
a. 「見積リスト」 レイアウトで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 [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。
c. [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。
d. [前部総計] を選択して [OK] ボタンで [パートの定義] ダイアログを閉じます。 （図 11.2-6）
e. [終了] ボタンをクリックして [パート設定] ダイアログを閉じます。
f. 「見積リスト」 レイアウトに 「前部総計」 パートが追加されていることを確認します。
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図11.2-6 前部総計パートの追加

3  前部総計パートの設定をします。
a. 前部総計パートのパートラベルをクリックして選択します。
b. インスペクタの [位置] タブで [高さ] を 「60 pt」 に設定します。
c. インスペクタの [スタイル] タブで 「デフォルト」 が割り当てられていることを確認します。

4  前部総計パートに集計フィールドをマージフィールドで配置します。
a. [挿入] メニューから [マージフィールド...] を選択します。
b. [フィールド指定] ダイアログで 「s_見積件数」 フィールドを選択し、 [OK] ボタンでダイアログを
閉じます。

c. レイアウト上に 「<<s_見積件数>>」 というマージフィールドが作成されたら、 前部総計パート
上にドラッグして配置します。

d. マージフィールドをダブルクリックして、 文字列の最後に 「件」 を追加します。
e. インスペクタの [スタイル] タブで 「プライマリ下 （中）」 を選択します （テーマ 「アペックスルブ
ルー」 を前提としています）。

f. 同様に、 「s_見積額」 フィールドをマージフィールドで前部総計パート上に配置し、 スタイルを設
定します。



第11章　集計とグラフの活用
　集計機能の応用　

525

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

14章

g. 「s_見積額」 フィールドは金額なので、 インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] で
書式 「通貨」 を選択し、 [3 桁区切りを使用:] をオンにします。

h. レイアウトを保存します。 （図 11.2-7）

図11.2-7 前部総計パートに集計フィールドを追加

5  ブラウズモードで表示を確認します。
a. 「見積リスト」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. 前部総計パートが表示されていることを確認します。 （図 11.2-8）

図11.2-8 前部総計パートの表示 （未ソート）

c. レイアウト右上のソートボタンをクリックして、前部総計の数字が変わらないことを確認します。（図 
11.2-9）
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図11.2-9 前部総計パートの表示 （ソート後）

d. 「結果確定済」 でクイック検索を実行し、 前部総計の数字が対象レコードに合わせて変わること
を確認します。 （図 11.2-10）

図11.2-10 前部総計パートの表示 （クイック検索後）

e. クイック検索の結果のままでソートボタンをクリックし、 小計パートの内容を確認します。 （図 
11.2-11）
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図11.2-11 前部総計パートの表示 （クイック検索後、 ソート実行）

演習終わり

集計結果を表示するためのレイアウト

集計結果を表示するレイアウトでは、ユーザがデータを入力できないようにすることをお勧めします。 ソートによってユー
ザが入力途中でデータを見失うことがあるかもしれないからです。

11.2.2  集計パートのだけのレイアウトを作る
例えば、 演習の 「見積作成管理システム」 で次の集計結果を表示することを考えます。

 • 商品ごとの見積金額合計
 • 商品ごとの見積件数
 • 商品ごとの見積件数の割合 （見積件数全体に対する割合）

商品ごとの見積情報は 「見積明細」 テーブルで管理していますが、「見積明細」 テーブルのレコードは見積書 （「見
積情報」） ごとに通常複数個作成されるので、 数が多くなります。 そのため、 11.2.1 節の 「見積先の顧客ごとの件
数集計」 のようにボディパート （個々の 「見積明細」 レコード） をすべて表示すると、目的の結果 （商品ごとの小計）
を確認しづらくなります。 この場合、 本当に必要なのは集計結果だけです。
このように、 前部総計パートと商品ごとの小計パートだけを表示するようなレイアウト （図 11.2-12） が必要に
なることがあります。
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図11.2-12 集計結果だけのレイアウト （「商品ごとの明細集計」 レイアウト）

ここでは、 集計パートだけのレイアウトの作成について確認していきます。
なお、 演習 11-2 の演習ファイルにはこのレイアウトに必要なフィールドとリレーションシップを既に定義していま
すので、 以下、 ファイルの内容と共に確認していってください。 ただし、 演習ファイルにはまだすべての機能は実
装していません （演習 11-2 で完成させます）。

フィールドの追加
集計結果を表示するために、 データベースの 「見積明細」 テーブルに 表 11.2-2 の 4 つのフィールドを用意し
ます。

表11.2-2 「見積明細」 テーブルに追加するフィールド

フィールド名 タイプ 用途 定義

s_商品合計 集計 商品ごとの見積金額合計 「c_金額」 フィールドの合計

s_商品件数 集計 商品ごとの見積数 「c_商品カウント用」 フィールドのカウント

s_商品内訳 集計 商品ごとの見積数の割合 「c_商品カウント用」 フィールドの合計に対す
る比

c_商品カウント用 計算 値引きのときなど 「商品外部キー」 が入
力されない場合を考慮して商品をカウント
する

not IsEmpty ( 商品外部キー )

なお、 表 11.2-2 の 「c_商品カウント用」 フィールドは商品の数をカウントするものですが、 これは値引きのと
きなどに 「商品外部キー」 が入力されないことがある状況を考慮したものです。 「見積明細」 テーブルの 「商品
外部キー」 に値が入力されていたら 「1」、 されていなければ 「0」 を返すように計算式を設定しています。
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TO の追加とリレーションシップの定義
「見積明細」 TO をコンテキストとし、「見積明細」 テーブルの 「c_金額」 フィールドの値を利用することから、「商
品」 TO とリレーションシップを持ったリレーションシップグラフを定義します。 （図 11.2-13）
前部総計パートと商品ごとの小計パートだけを表示するレイアウト （「商品ごとの明細集計」 レイアウト） は、 「見
積明細」 TO に対して作成します。

図11.2-13 「商品ごとの集計」 のためのリレーションシップグラフ

「商品ごとの明細集計」 レイアウトの作成
集計結果の表示用に 「商品ごとの明細集計」 レイアウトを用意します。
また、 「ホーム」 レイアウトにボタンバーを追加し、 一番左側のセグメント 「見積明細集計一覧」 をクリックすると、
「商品ごとの明細集計」 レイアウトに切り替わるようにします。

ソート用スクリプトの追加
「商品ごとの明細集計」 レイアウトには、 右上にソート用のボタンを用意します。 ボタンには、 集計用のソートを
実行するための 「集計用ソート商品明細」 スクリプトを割り当てています。
演習 11-2 の演習ファイルは、 集計用のフィールドの追加、 TO の追加とリレーションシップの定義まで作業が終
わっている状態で、 「商品ごとの明細集計」 レイアウトと 「集計用ソート商品明細」 スクリプトが未完です。 次の演
習 11-2 でこれを完成させます。

演習 11-2  集計パートだけのレイアウトを作成する

フォルダ：演習11_2 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 集計パートだけのレイアウトを作成する方法を確認します。
演習ファイルには、 11.2.2 節で検討した 「商品ごとの見積金額合計」、 「商品ごとの見積件数」、 および 「商品
ごとの見積件数の割合」 を表示するためのフィールド、 TO、 リレーションシップが用意されています。
ここでは、「商品ごとの明細集計」 レイアウトと、集計結果を正しく表示するためのソート用スクリプト 「集計用ソー
ト商品明細」 を完成させます。
さらに、 出来上がったレイアウトのソート順を、 見積件数が多い順に変更します。
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1  演習ファイルを開いて、 「商品ごと明細集計」 レイアウトを表示します。

2  「商品ごと明細集計」 レイアウトを完成させます。
a. 「商品ごと明細集計」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 現在、 ボディパートに集計フィールドが配置されていることを確認します。
c. ボディパートのパートラベルをダブルクリックして [パートの定義] ダイアログを表示します。
d. 現在 「ボディ」 が選択されているところを 「小計ソート対象」 に変更します。
e. 右側のフィールドリストから 「商品外部キー」 を選択し、 [OK] ボタンで [パートの定義] ダイア
ログを閉じます。 （図 11.2-14）

図11.2-14 パートの変更
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f. 小計パートの位置を指定するダイアログ （図 11.2-
15） が表示されるので、 [上に印刷] を選択します。
これで前部小計パートとして設定されます。

g. レイアウト上でボディパートが小計パートに変更さ
れていることを確認し、 レイアウトを保存します。

図11.2-15 小計パートの位置を指定するダイアログ

3  ブラウズモードで表示を確認します。
a. 「商品ごと明細集計」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. 前部総計パートだけが表示されていることを確認します。
これは、 集計に必要なソートが実行されていないためです。

c. [レコード] メニューの [レコードのソート...] を選択してソートを実行します。
次の条件でソートを実行してください。 （図 11.2-16）
 • 見積明細_商品::商品番号 （昇順）
 • 見積明細::商品外部キー （昇順）

図11.2-16 「見積明細」 TO のレコードに対する集計用ソート条件

d. レイアウトに集計 （小計） パートが表示されることを確認します。
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4  ソートをスクリプトで実行できるようにスクリプトを作成します。
a. 「商品ごと明細集計」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. 前部総計パートの右端のボタンバーをクリックし、 セグメントに 「集計用ソート商品明細」 スクリ
プトが割り当てられていることを確認します。

c. 「集計用ソート商品明細」 スクリプトを開いて、 次の内容を入力します （最初はヘッダ部しか入
力されていません）。

レコードのソート [ 記憶する ; ダイアログあり: オフ ]
レコード / 検索条件 / ページへ移動 [ 最初の ]

上記スクリプトでのソート順は、 前のステップで手動で指定したものと同じで、 次のとおりです。

（1） 見積明細_商品::商品番号 （昇順）
（2） 見積明細::商品外部キー （昇順）

d. スクリプトを保存します。

5  再度ブラウズモードで表示を確認します。
a. 「商品ごと明細集計」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. ステータスツールバーで [すべてを表示] をクリックして全レコードを表示します。
c. [レコード] メニューの [ソートの解除] を選択してソートを解除します。
d. 画面右のソートボタンをクリックします。
e. 前部総計パートに加えて小計パートと集計結果が表示されていることを確認します。 （図 11.2-
17）

図11.2-17 前部総計パートと小計パートのみのレイアウト
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6  小計パートが見積件数の多い順に表示されるように、 スクリプトのソート設定を変更します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて 「集計用ソート商品明細」 スクリプトを表示します。
b. [レコードのソート] スクリプトステップの歯車アイコンをクリックし、 [レコードのソート] ダイアログ
を表示します。

c. [ソート優先順位:] に指定している 「見積明細_商品::商品番号」 フィールドを選択します。
d. [集計フィールドに基づいて並び替え] を選択します。
e. [フィールド指定] ダイアログが表示されるので 「s_商品件数」 フィールドを選択します。
f. [OK] ボタンで [フィールド指定] ダイアログを閉じます。
g. [レコードのソート] ダイアログに戻り、 [降順] を指定します。 （図 11.2-18）

図11.2-18 [集計フィールドに基づいて並び替え] を指定

h. [OK] ボタンで [レコードのソート] ダイアログを閉じ、 スクリプトを保存します。

7  再度ブラウズモードで表示を確認します。
a. ブラウズモードの 「商品ごと明細集計」 レイアウトで、 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。

b. [レコード] メニューの [ソートの解除] を選択してソートを解除します。
c. 画面右のソートボタンをクリックします。
d. 小計パートが見積件数 （「商品件数」） の多い順にソートされて表示されていることを確認します。
（図 11.2-19）
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図11.2-19 前部総計パートと小計パートのみのレイアウト （集計フィールドに基づいて並び替え後）

演習終わり

11.2.3  複数の小計パートを使用する
1 つのレイアウトには、 複数の小計パートを設定することができます。
例えば、 11.2.1 節で検討した 「見積先の顧客ごとの件数と合計金額」 の集計に加えて、 さらに 「発行月ごと」
の集計結果を表示することができます。 （図 11.2-20）

図11.2-20 2 つの小計パートを持つレイアウト （演習 11-3）
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このような場合は、 新たに小計パートを追加し、 そのソート条件を設定します。 図 11.2-20 では、 前部小計パー
トを 2 つ利用しています。
目的の集計結果を得るために、 データベースにソート用のフィールドを追加することもあります。
演習の 「見積作成管理システム」 は、「見積情報」 テーブルに 「発行日」 フィールドがありますが、「発行月ごと」
でソートするために新たに表 11.2-3 の 「c_発行月」 フィールドを追加します。

表11.2-3 「見積情報」 テーブルに追加するフィールド

フィールド名 タイプ 用途 定義

c_発行月 計算 発行月でソートする Date ( Month ( 発行日 ) ; 1 ; Year ( 発行日 ) )

表 11.2-3 の 「c_発行日」 フィールドに設定される計算式は、 発行月の 「1 日」 の日付を計算するものです。
この計算式によってフィールドには常に発行日の当月の 「1 日」 が保存されるため、 これをソート条件として利用
することができます。 集計では、 このようなフィールドを作成して利用することがあります。
なお、 年、 月、 週で小計を表示する場合は、 それぞれ以下の日付関数 （9.4.4） を使用することができます。
 • Year （日付） 関数
 • Month （ 日付 ) 関数
 • WeekOfYear ( 日付 ) 関数

演習 11-3  複数の小計パートを使う

フォルダ：演習11_3 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 1 つのレイアウトに複数の小計パートを設定する方法を確認します。
演習 11-1 では 「見積作成管理システム」 の 「見積リスト」 レイアウトに 「見積先の顧客ごとの件数と合計金額」
の集計機能を追加しましたが、 11.2.3 節での検討のとおり、 さらに 「発行月ごと」 に集計するようにします。 （図 
11.2-21）

図11.2-21 月ごとの小計を追加した 「見積リスト」 レイアウト
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演習ファイルには、 ソート用フィールド 「c_発行月」 （11.2.3） が既に定義されています。
演習では、「見積リスト」 レイアウトに新しく小計パートを追加して設定し、集計用スクリプトのソート順を変更します。

1  演習ファイルを開いて、 「見積リスト」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。

2  「発行月ごと」 の集計を表示する新しい小計パートを追加します。
a. [レイアウト] メニューの [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. [小計ソート対象] を選択して 「現在のテーブル （「見積管理」）」 から 「c_発行月」 フィールド
を選択します。

d. [OK] ボタンで [パートの定義] ダイアログを閉じます。
e. 小計パートの位置を指定するダイアログ （図 11.2-15） が表示されるので、 [上に印刷] を選択
します。

f. [パート設定] ダイアログ上にパートが追加されていることを確認し、 [終了] ボタンをクリックして 
ダイアログを閉じます。 （図 11.2-22）

図11.2-22 2 つめの小計パートを追加

3  追加した小計パートを設定します。
a. 追加した小計パートのパートラベルをクリックして選択します。
b. インスペクタの [位置] タブで [高さ] を 「70 pt」 に設定します。
c. インスペクタの [スタイル] タブで 「グレー」 を割り当てます。
d. 上の小計パート （「見積管理_顧客::顧客番号をソート対象とする小計 （前部）」） からフィールド
ラベル （グループ化してあります） を移動して当該パートに配置します。

e. フィールドラベルのグループ化を解除して、[スタイル] タブで 「デフォルト」 を割り当てます。フィー
ルド幅は適宜調整してください。

f. 上の小計パートの高さを 「70 pt」 に変更します。



第11章　集計とグラフの活用
　集計機能の応用　

537

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

14章

g. 前部総計パートに配置されている 2 つのマージフィールドをコピーして当該パートにペーストし、
配置します。

h. 当該パートに発行月をマージフィールドで挿入します。 [挿入] メニューから [マージフィールド...] 
を選択し、 「c_発行月」 フィールドを指定します。

i. 「c_発行月」 のマージフィールドの [スタイル] に 「下に枠」 を設定し、 [外観] タブの [行揃え] 
で中央揃えを選択します。 （図 11.2-23）

図11.2-23 2 つめの小計パートを設定

j. 「c_発行月」 のマージフィールドの日付の書式を 「YYYY 年 MM 月」 に変更します。
インスペクタの [データ] タブの [データの書式設定] で書式 [その他] を選択し、 [日] と [曜日] 
の書式を 「なし」、 [日] と [曜日] のラベルを空白に設定します。 （図 11.2-24）

図11.2-24 マージフィールドの日付表示の書式設定

k. レイアウトを保存します。
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4  集計用ソートのスクリプト 「集計用ソート見積リスト」 のソート順を変更します。
a. 「集計用ソート見積リスト」 スクリプトを開きます。
b. [レコードをソート] スクリプトステップのソート順を次のように変更します。 （図 11.2-25）
（1） 見積管理_顧客::顧客番号 （昇順）
（2） 見積管理::c_発行月 （降順）
（3） 見積管理::発行日 （降順）
（4） 見積管理::見積番号 （降順）

図11.2-25 ソート順の変更

c. スクリプトを保存します。

5  ブラウズモードで表示を確認します。
a. 「見積リスト」 レイアウトでブラウズモードに切り替えます。
b. レイアウトで、 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。
c. [レコード] メニューの [ソートの解除] を選択してソートを解除します。
d. 画面右のソートボタンをクリックします。
e. 見積先の顧客ごとに、 発行月ごとに区分けして表示され、 発行月が新しい順に結果が表示され
ていることを確認します。 （この演習冒頭の図 11.2-21）

演習終わり
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集計がうまくいかないとき

集計が想定した結果にならない場合、 次の点を確認してみてください。
 • ソート項目 （集計フィールドのオプションの指定、 小計パートの指定、 レイアウトで行うソートと同じフィールドが指定
されているか、 など）
 • 集計フィールドのオプションの指定、 小計パートの指定の区分けフィールドが空欄の場合、 集計結果に空欄が表示
されるので、 空欄が不要であれば対象レコードから除く
 • 集計フィールドのオプションの指定、 小計パートの指定の区分けフィールドに入力されているデータの表記揺れがあ
る場合は統一する
 • レイアウト、 フィールドの TO、 コンテキスト
 • 正しいパートに集計フィールドが配置されているか
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11.3 グラフの作成
「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 基礎編」 では、 ブラウズモードでクイックグラフを作成する方法を確認し
ました。 ここでは、 レイアウトモードでグラフオブジェクトを使ってグラフを既存のレイアウトに挿入する方法を確認
します。
なお、 FileMaker Pro が提供している基本的なグラフ機能については、 「Claris FileMaker ガイドブック - ➀ 
基礎編」 などを参照してください。

11.3.1  グラフ作成の準備
グラフは、 データを視覚的に比較するために有用なツールです。 FileMaker Pro では、 8 種類 （縦向き ・ 横向
きを別に数えると 10 種類） のグラフを利用することができます。 比較したいデータに最も適したグラフのタイプを
選択します。
データをグラフにするとき、 何をデータ系列にするかを考えます。
例えば、 次の表 11.3-1 のようなデータがある時、 「月ごとのグラフ」 が必要なのか、 「お客様ごとのグラフ」
が必要なのかを考えます。

表11.3-1 グラフ化対象のデータ例

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

お客様 A 10 15 17 25 30 33

お客様 B 5 7 11 16 22 29

お客様 C 10 10 10 7 12 10

お客様 D 30 33 24 47 19 52

お客様 E 20 25 30 38 40 41

「月ごとのグラフ」 が必要な場合、 データ系列には月ごとのラベル （「4 月」 「5 月」 など） と 5 つの要素デー
タ （お客様ごとのデータ） が含まれていると見ることができます。 ラベル行をラベル系列といいます。
「お客様ごとのグラフ」 が必要な場合、ラベル系列には 5 つの要素 （「お客様 A」「お客様 B」 など） があり、デー
タ系列には 6 つの要素 （月ごとのデータ） が含まれていると見ることができます。
FileMaker Pro では、 ラベル系列、 グラフ系列として次のいずれかを設定することができます。

 • フィールドや変数、 関数で作成される改行区切りのデータ
 • 対象レコードの特定のフィールドか計算式
 • 関連レコードの特定のフィールドか計算式
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表 11.3-2 は、 FileMaker Pro の各グラフタイプの X 軸、 Y 軸とラベル系列、 データ系列との対応です。

表11.3-2 グラフタイプごとのラベル / データ系列

X 軸 Y 軸

縦棒グラフ ラベル データ （1 つまたはそれ以上）

積み重ね縦棒グラフ ラベル データ （2 つ以上）

正負縦棒グラフ ラベル データ （1 つ）

横棒グラフ ラベル データ （1 つまたはそれ以上）

積み重ね横棒グラフ ラベル データ （2 つ以上）

円グラフ カテゴリラベル スライスデータ （1 つ）

線グラフ ラベル データ （1 つまたはそれ以上）

面グラフ ラベル データ （1 つまたはそれ以上）

散布図 1 つまたはそれ以上のデータ系列 （各データ系列に X 軸と Y 軸が必要）

バブルグラフ 1 つまたはそれ以上のデータ系列 （各データ系列に X 軸と Y 軸が必要）

グラフに表示するデータ範囲の選択
グラフに表示するデータ （対象レコード） は、 次の 3 種類から選択します。

 • 現在の対象レコード
対象レコードのグラフが表示されます。 例えば、 棒グラフの棒の数は対象レコードの数と同じになります。 ラ
ベル系列をテキスト、 データ系列を数字で設定します。

 • 現在の対象レコード （集計レコードグループ）
対象レコードを集計した結果のグラフが表示されます。

 • 現在のレコード （区切りデータ）
1 レコードについてのグラフが表示されます。 ラベル系列もデータ系列も、 改行区切りのフィールド名や計算式
で指定します。 改行区切りは、 List 関数、 ValueListItems 関数や、 集計フィールドの一覧オプション、 また
はスクリプトで作成します。

[グラフ設定] ダイアログ
グラフオブジェクトの設定は、 [グラフ設定] ダイアログを使用します。 （図 11.3-1）
[グラフ設定] ダイアログの右側のグラフインスペクタには、[グラフ]、[スタイル]、[データソース] の 3 つのグルー
プがあり、 それぞれ詳細設定をすることができます。
[グラフ設定] ダイアログについては演習 11-4 でも確認します。

[グラフ設定] ダイアログでのプレビュー
[グラフ設定] ダイアログは、 左側にプレビューを表示することができます。 ダイアログの右側で設定しながら結
果を確認できるので、 とても便利です。
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ただし、 表示するレコードが多いとプレビュー自体に時間がかかることがあります。 そのようなときは、 プレビュー
を一時停止し （ダイアログ下の一時停止ボタンをクリック）、 グラフを確認したいときだけプレビューをするなどの操
作をしてください。
また、 [実際のデータを使用] を選択していると表示に時間がかかることがあります。 そのようなときは、 [サンプ
ルデータを使用] に切り替えるなどの操作をしてください。 （図 11.3-1）

図11.3-1 [グラフ設定] ダイアログ
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演習 11-4  グラフと [グラフ設定] ダイアログを確認する （グラフの種類）

フォルダ：演習11_4から5 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 レイアウトに配置されたグラフとその [グラフ設定] ダイアログの設定を確認します。
演習ファイルには、 3 つのグラフがあらかじめ作成されています。 （図 11.3-2）

（1） 見積件数棒グラフ （縦棒グラフ）
（2） 顧客積重横棒グラフ （積み重ね横棒グラフ）
（3） 見積明細円グラフ （円グラフ）

図11.3-2 演習ファイルに用意されているグラフを表示するボタン

この演習では、 上記 (1) のグラフタイプの内容と設定を確認し、 グラフの種類を変更したときの表示の違いを確
認します。

1  演習ファイルを開いて、 「ホーム」 レイアウトを表示します。

2  見積書の発行年月ごとの棒グラフ （「見積件数棒グラフ」） を確認します。
a. 「ホーム」 レイアウトで 「見積件数棒グラフ」 ボタン （一番右端） をクリックします。
b. 見積書の発行年月をラベル系列、 見積書の発行数をデータ系列とする縦棒グラフが表示される
ことを確認します。 （図 11.3-3）
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図11.3-3 発行年月ごと見積件数棒グラフ

c. レイアウト左上のポップアップメニューで任意の年を選択して、 虫眼鏡アイコンのボタンをクリック
します。

d. レイアウト右上のソートボタンをクリックして、 選択した年の棒グラフが表示されることを確認し
ます。 このボタンには、 「c_発行月」 フィールドでソートするスクリプトが割り当てられています。

e. レイアウトモードに切り替えて、 グラフオブジェクトをダブルクリックして [グラフ設定] ダイアログ
を表示します。

f. グラフインスペクタの [グラフ] で次の設定を確認します。
 • [タイプ] （グラフの種類） は 「縦棒グラフ」
 • X 軸 （ラベル系列） は 「c_発行月」 フィールド （テキスト）
 • Y 軸 （データ系列） は 「s_見積件数」 フィールド （集計フィールド / 数値）

g. グラフインスペクタの [データソース] で次の設定を確認します。
 • グラフデータは 「現在の対象レコード」 
→検索などによって対象レコードが変わると、 それを反映してグラフも変わります。

h. [キャンセル] ボタンで [グラフ設定] ダイアログを閉じ、 レイアウトモードを終了してブラウズモー
ドに切り替えます。
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3  グラフのタイプ （種類） を変更して表示の違いを確認します。
a. ステータスツールバーの [すべてを表示] をクリックして全データを表示し、 右上のソートボタン
をクリックして全データの棒グラフを表示します。 （図 11.3-3）

b. レイアウトモードに切り替えて、 グラフオブジェクトをダブルクリックして [グラフ設定] ダイアログ
を表示します。

c. グラフインスペクタの [グラフ] で [タイプ] を 「線グラフ」 に変更します。
d. [終了] ボタンで [グラフ設定] ダイアログを閉じます。
e. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
f. 「月ごと見積件数棒グラフ」 レイアウトに線グラフが表示されていることを確認します。 （図 
11.3-4）

図11.3-4 発行年月ごと見積件数線グラフ

演習終わり
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演習 11-5  グラフと [グラフ設定] ダイアログを確認する （積み重ね棒グラフ）

フォルダ：演習11_4から5 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 演習 11-4 に引き続き、 レイアウトに配置されたグラフとその [グラフ設定] ダイアログの設定を
確認します。
ここでは、 演習ファイルに用意された 3 つのグラフ （図 11.3-2） のうち、
（2） 顧客積重横棒グラフ （積み重ね横棒グラフ）

を使って、 グラフタイプの内容、 設定と、 グラフの対象レコードを変更したときの表示の違いを確認します。
なお、 演習ファイルの 「顧客情報」 テーブルには、 この演習のために 「データ 1」、 「データ 2」、 および 「デー
タ 3」 の 3 つの数字フィールドが追加されています。

1  演習ファイルを開いて、 「ホーム」 レイアウトを表示します。

2  顧客情報の積み重ね横棒グラフ （「顧客積重横棒グラフ」） の表示を確認します。
a. レイアウトメニューから 「開発者用」 フォルダにある 「z_顧客情報」 レイアウトに切り替えてデー
タを確認します。

b. 「データ 1」、 「データ 2」、 および 「データ 3」 の 3 つの数字フィールドが追加されていて、 そ
れぞれ数字が 1 つずつ入力されていることを確認します。 （図 11.3-5）

図11.3-5 「顧客情報」 レコードのグラフテスト用フィールド
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c. 「ホーム」 レイアウトで 「顧客積重横棒グラフ」 ボタン （ボタンバーの左から 2 番目） をクリッ
クし、 「顧客積み重ね横棒グラフ」 レイアウトを表示します。

d. ステータスツールバーの [すべてを表示] をクリックして、 ソートを解除します。
すべての会社の情報が表示されているため、 グラフは読めないものになっています。 （図 11.3-6）

図11.3-6 全データを表示した積み重ね横棒グラフ

e. レイアウト左上の簡易検索により対象レコードを絞り込みます。
検索ウインドウに 「ア」 とだけ入れて虫眼鏡アイコンのボタンをクリックします。

f. 対象レコードが、 「会社名」 に 「ア」 が含まれる 14 件に絞り込まれて見やすくなっていること
を確認します。 （図 11.3-7）

g. 積み重ね横棒グラフでは、 「データ 1」、 「データ 2」、 および 「データ 3」 の 3 つの数字フィー
ルドの値が横方向に積み重なって表示されることを確認します。
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図11.3-7 対象データを絞り込んだ積み重ね棒グラフ

3  顧客情報の積み重ね横棒グラフ （「顧客積重横棒グラフ」） の設定を確認します。 （図 11.3-8）
a. 「顧客積み重ね横棒グラフ」 レイアウトでレイアウトモードに切り替えます。
b. グラフオブジェクトをダブルクリックして [グラフ設定] ダイアログを表示します。
c. グラフインスペクタの [グラフ] で次の設定を確認します。

 • X 軸 （データ系列） は 「データ 1」、 「データ 2」、 および 「データ 3」 の 3 つのフィールド
 • Y 軸 （ラベル系列） は 「会社名」 フィールド

d. グラフインスペクタの [データソース] で次の設定を確認します。
 • グラフデータは 「現在の対象レコード」

e. [キャンセル] ボタンで [グラフ設定] ダイアログを閉じ、 レイアウトモードを終了してブラウズモー
ドに切り替えます。
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図11.3-8 積み重ね横棒グラフのグラフインスペクタの設定

演習終わり
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11.3.2  集計フィールドを使ったグラフを作成する
11.3.1 節の演習 11-4 で確認した棒グラフ （「見積件数棒グラフ」） では、 ラベル系列としてテキストフィールド
（「c_発行月」） の値、データ系列として集計フィールド （「s_見積件数」） の値を使用しました。 そして、「c_発行月」
でソートすることにより、発行月で区分けが行われて集計フィールドに発行月ごとの集計値 （見積件数） が集計され、
発行月ごとの見積件数の棒グラフが作成されました。
一方の演習 11-5 で確認した積み上げ横棒グラフ （「顧客積み重ね横棒グラフ」） は、 ラベル系列としてテキス
トフィールド （「会社名」） の値、 データ系列として 3 つの数字フィールドの値を使用しました。 この場合、 データ
系列は集計値ではないので、 ソートは不要です。
このように、 集計データのグラフを作成するには、 次の 2 つの要素が必要であることがわかります。

 • 集計フィールド
 • データを適切に区分け （グループ化） するためのソート

レイアウト上で集計データのグラフを設定するには、 グラフオブジェクトに [グラフ設定] ダイアログで次のように
設定します。

 • [グラフ]:

 – [X 軸] または [カテゴリラベル] （円グラフの場合） にソートフィールドを指定
 – [Y 軸] または [スライスデータ] （円グラフの場合） に集計フィールドを指定

 • [データソース]:

 – [グラフデータ] で [現在の対象レコード] を選択
 – [レイアウトがソートされたときのグラフ表示] で [集計レコードグループ] を選択

演習 11-6  集計フィールドを使ったグラフを確認する （集計レコードグループ）

フォルダ：演習11_6から7 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 演習 11-4 で確認したものとは別の集計フィールドに対するグラフを確認します。
ここでは、 演習ファイルにあらかじめ用意されている 3 つのグラフ （図 11.3-2） のうち、
（3） 見積明細円グラフ （円グラフ）

の表示と [グラフ設定] ダイアログの内容を確認します。
この演習では、 集計フィールドを使ったグラフはソートをしないと正しく表示されないこと、 また、 円グラフでは
カテゴリラベルの件数が多すぎると読み取りにくく、 検索などで対象データを絞り込む必要がある場合があること
を確認します。
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1  演習ファイルを開いて、 「ホーム」 レイアウトを表示します。

2  見積明細の円グラフ （「見積明細円グラフ」） の表示と設定を確認します。
a. 「ホーム」 レイアウトで 「見積明細円グラフ」 ボタン （ボタンバーの左から 3 番目） をクリックし、
「見積明細円グラフ」 レイアウトを表示します。

b. 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、 ソートを解除します。
c. ソートされておらず集計がされていない円グラフにはすべてのレコードが表示され、 グラフとして
意味をなしていないことを確認します。 （図 11.3-9）

図11.3-9 未ソート時の 「見積明細円グラフ」 のレイアウト

d. レイアウトモードに切り替えてグラフオブジェクトをダブルクリックし、 [グラフ設定] ダイアログを
表示します。

e. グラフインスペクタの [グラフ] で次の設定を確認します。
 • [タイプ] は 「円グラフ」
 • [カテゴリラベル] は 「見積明細_商品::商品名」 フィールド （テキストフィールド）
 • [スライスデータ] は 「見積明細::s_商品内訳」 フィールド （集計フィールド）

f. グラフインスペクタの [データソース] で次の設定を確認します。
 • [グラフデータ] は 「現在の対象レコード」
 • [レイアウトがソートされたときのグラフ表示] は [集計レコードグループ]

g. [キャンセル] ボタンで [グラフ設定] ダイアログを閉じます。
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h. レイアウト右上のソートボタンに、 [レコードのソート] スクリプトステップが単一ステップで設定さ
れており、 そのソート条件が 「見積明細_商品::c_商品番号と商品名」 （昇順） であることを確
認します。

i. レイアウトモードを終了してブラウズモードに切り替えます。

3  ソート後のグラフの表示を確認します。
a. 「見積明細円グラフ」 レイアウトの右上のソートボタンをクリックします。
b. 円グラフが 「商品名」 で区分けされたことを確認します。 （図 11.3-10）

図11.3-10 ソート後の 「見積明細円グラフ」 レイアウト

c. レイアウトの左上の簡易検索フィールドに 「鉛筆」 と入力して虫眼鏡ボタンをクリックします。
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d. もう一度ソートボタンをクリックすると、 5 つに区分けされた円グラフが表示されることを確認し
ます。 （図 11.3-11）

図11.3-11 検索により対象データを絞り込んだ後の 「見積明細円グラフ」 レイアウト （ソート済）

演習終わり
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11.3.3  関連レコードのグラフを作成する
関連レコードのデータをグラフにする場合は、 [グラフ設定] ダイアログの [データソース] で関連テーブルとソート
順を指定します。 ラベル系列とデータ系列は、 関連テーブルから選択します。
具体的な操作は、 次の演習 11-7 を参照してください。

演習 11-7  関連レコードのグラフを作成する

フォルダ：演習11_6から7 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 関連レコードのグラフを作成し、 既存のレイアウトに配置する方法を確認します。
演習ファイルの 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトには、 担当者情報と見積履歴をそれぞれタブパネルで表示
するタブコントロールが配置されています。
演習では、 このタブコントロールに新たに追加した 「見積状況内訳」 タブに、 その顧客の見積状況の内訳の円
グラフを作成します。 （図 11.3-12）

図11.3-12 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトに挿入した見積状況内訳の円グラフ

なお、 見積状況を集計するために、 「見積情報」 テーブルには 「s_見積状況件数」 という集計フィールドを追
加しています。 この集計フィールドは、 「見積状況」 フィールドを 「カウント」 するものです。
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1  演習ファイルを開いて、 「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトを表示します。

2  「顧客管理 | 一覧詳細」 レイアウトにその顧客の見積状況の円グラフを追加します。
a. タブコントロールの 「見積状況内訳」 タブを開きます。 タブパネルにはグラフオブジェクトが配
置されていますが、 まだ設定されていません。

b. レイアウトモードに切り替えます。
c. グラフオブジェクトをダブルクリックし、 [グラフ設定] ダイアログを表示します。
d. グラフインスペクタの [グラフ] で次の設定をします。 （図 11.3-13）

 • [タイトル] は 「顧客別見積状況内訳」
 • [タイプ] は 「円グラフ」
 • [カテゴリラベル] は 「顧客管理_見積::見積状況」 フィールド
 • [スライスデータ] は 「顧客管理_見積::s_見積状況件数」 フィールド （集計フィールド）
 • [グラフに値を表示] を選択し、 [実際の値] を選択

e. グラフインスペクタの [データソース] で
次の設定をします。 （図 11.3-13）
 • [グラフデータ] は 「関連レコード」
 • [関連テーブル] は 「顧客管理_見積」
 • [関連レコードのソート順] は [指定...] 
をクリックして [レコードのソート] ダイ
アログを表示し、 「見積状況」 フィー
ルドを 「見積状況」 値一覧に基づく
順位でソート

f. グラフインスペクタの [スタイル] の内容
は自由に設定します。

g. [終了] ボタンで [グラフ設定] ダイアロ
グを閉じます。

h. レイアウトを保存します。

図11.3-13 [グラフ設定] ダイアログのグラフインスペクタの設定

3  ブラウズモードで表示を確認します。
a. タブコントロールの 「見積状況内訳」 タブを開いて、 見積状況内訳の円グラフが表示されてい
ることを確認します。

b. 他のレコードの内容も確認します。

演習終わり
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11.3.4  改行区切りデータのグラフを作成する
FileMaker Pro では、 フィールドに改行で区切られたデータが入力されている場合、 そのレコード単体のグラフ
を作成することができます。
例えば、 あるテーブルに 「国」 フィールドと 「顧客数」 フィールドがあって、 あるレコードのこれらのフィールド
に次のようなデータ （改行区切りのテキスト） が入力されていたとします。

「国」 フィールド ： スペイン 「顧客数」 フィールド： 15

イタリア 6

日本 23

ドイツ 10

米国 29

それぞれのフィールドのデータは、 例えば 「国」 フィールドなら各国名の後に Enter (Windows) または 
return (macOS) を押しながら入力されたもので、 単語あるいは数値の間に改行が入っています。
この 2 つのフィールドを使って、 「国別の顧客数」 のグラフを作成することができます。 そして、 このようなデー
タが各レコードに入力されていたとすると、 グラフはレコードごとに作成されます。
グラフの作成方法は通常の作成方法と同じで、 X 軸 （ラベル系列） の 「国」 フィールドを、 Y 軸 （データ系列）
に 「顧客数」 フィールドを指定します。
なお、 上記のように 1 つのフィールドの中に複数の値を保存することは、 データモデリング （第 3 章） の観点
からは推奨されないことなので、 このような使い方は特殊な使い方と考えてください。

演習 11-8  改行区切りのデータのグラフを確認する

フォルダ：演習11_8 使用ファイル： 11_見積作成管理.fmp12

この演習では、 改行区切りのデータが保存されているフィールドを使ってグラフを作成する方法を確認します。
演習ファイルの 「顧客情報」 テーブルには、 「データ 4」 および 「データ 5」 というフィールドが追加されており、
それぞれ改行区切りのダミーデータが保存されています。 （図 11.3-14）
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図11.3-14 「顧客情報」 レコードのグラフテスト用フィールド （区切りデータ）

ここでは、演習 11-5 で使用した 「顧客積み重ね横棒グラフ」 レイアウトを使用して 「データ 4」 フィールドをデー
タ系列、 「データ 5」 フィールドをラベル系列としてレコードごとのグラフが作成できることを確認します。

1  演習ファイルを開き、 「ホーム」 レイアウトで 「顧客積重横棒グラフ」 ボタンをクリックして 「顧客積み
重ね横棒グラフ」 レイアウトを表示します。

2  グラフのデータソースを 1 つのレコード （現在のレコード） に変更します。
a. レイアウトモードに切り替え、 グラフオブジェクトをダブルクリックして [グラフ設定] ダイアログを
表示します。

b. グラフインスペクタの [データソース] で [グラフデータ] を 「現在のレコード （区切りデータ）」
に変更します。

c. プレビューで [実際のデータを使用] を選択し、 現在のレコードだけのグラフになっていることを
確認します。 （図 11.3-15）
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図11.3-15 グラフデータを現在のレコードに設定

3  グラフの X 軸、 Y 軸のデータを 「データ 4」、 「データ 5」 に変更します。
a. グラフインスペクタの [グラフ] で次の設定をします。

 • [タイトル] は 「改行区切りデータのグラフ」
 • [X 軸 （水平） ] の 「データ 3」 「データ 2」 を [-] で削除し、 「データ 1」 を 「データ 4」
に変更
 • [Y 軸 （垂直） ] の [タイトル] は 「ダミー」、 [データ] は 「データ 5」 を指定

b. [終了] ボタンで [グラフ設定] ダイアログを閉じます。
c. レイアウトを保存します。

4  ブラウズモードで表示を確認します。
a. ブラウズモードに切り替えます。
b. 積み重ねグラフではなく、 「データ 5」 フィールドの値をラベル系列とし、 「データ 4」 フィール
ドの値をデータ系列とした横棒グラフになっていることを確認します。 （図 11.3-16）

c. レコードを移動して、 グラフの内容がレコードごとに変わることを確認します。
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図11.3-16 改行区切りデータを使ったグラフ

演習終わり
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第12章 モバイル環境での利用

FileMaker Go と FileMaker WebDirect は、 FileMaker クライアントとしてカスタム App の利用方法や利
用範囲を広げるものです。 これらは特に、 FileMaker Pro の利用が難しいモバイル環境などで効果的です。
一方、 これらは FileMaker Pro とは動作環境が異なるため、 それぞれの動作環境ならではの利点を活用でき
る反面、 動作環境による制約を考慮したカスタム App の作成が必要になります。
詳しくは、 Claris の Web サイトやインターネット上にそれぞれドキュメントがありますので参照してください。 こ
こでは簡単に、 それぞれの特徴と利用方法を概観します。

12.1 FileMaker Go の利用
FileMaker Go は iOS および iPadOS 上でカスタム App を利用可能とする FileMaker クライアントです。
FileMaker Pro で作成したカスタム App を iOS デバイスまたは iPadOS デバイス上で操作して、 状況の参照、
共有、 更新などを行うことができます。
FileMaker Go でのカスタム App の使用形態としては、 大きく分けて次の 2 つがあります。

 • デバイスにカスタム App ファイルを持たない
FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud （サーバー） で共有されているカスタム App にアクセスして
利用します。 常に最新のデータを複数ユーザで共有することができます。
サーバーにアクセスできるネットワーク環境があることが前提で、 オフラインでは利用できません。

 • デバイスにカスタム App ファイルを持つ
カスタム App をデバイスにダウンロードして利用します。 オフライン環境でもカスタム App を利用できます。
デバイス上のカスタム App を単独で利用する場合 （スタンドアロン） もありますが、 サーバー上などに大元と
なるカスタム App があって、 デバイス上のカスタム App とのデータの同期が必要な場合には、 同期のタイミ
ング、 更新ルールなどについて綿密な設計と注意深い実装が必要です。
データベースの同期については Claris ナレッジベース （KB: 000024001） を参照してください。

カスタム App ファイルの転送
カスタム App ファイルを iOS デバイスまたは iPadOS デバイスとコンピュータ間で転送するには次の方法があ
ります。 詳しくは、 FileMaker Go ヘルプを参照してください。

 • デバイス上の FileMaker Go から操作 
ファイル転送のオプションとしては、AirDrop、 メール、 メッセージ、 iCloud Drive またはサードパー
ティのファイル共有サービスなどを利用できます。
 • コンピュータ上の iTunes から操作
 • Finder から操作(macOS 10.15 Catalina 以降）
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FileMaker Go に関するドキュメント
FileMaker Go に関して Claris から次のドキュメントが提供されていますので、 適宜参考にしてください。

 • Claris FileMaker Go 19 ヘルプ 
（https://help.claris.com/ja/go-help/）
 • Claris FileMaker Go 19 デベロップメントガイド 
（https://help.claris.com/ja/go-development-guide/）
 • Claris ナレッジベース、 「データベースの同期 - アプローチの概要」 （KB: 000024001）

この他、 Claris パートナーや Claris コミュニティ、 FileMaker ユーザのみなさんによるインターネット上の記事
なども参考にしてください。

12.1.1  FileMaker Pro との違い
FileMaker Go を利用すると、 iOS あるいは iPadOS の機能を利用した FileMaker Go の独自機能をカスタ
ム App で利用することができます。 例えば、 次のようなことができるようになります。

 • カメラから画像を入力する
 • カメラからバーコードを読み取る
 • オーディオ、 ビデオなどを再生する
 • 位置情報、 傾き、 速度、 加速度、 磁気、 歩数、 気圧などのセンサーからの値を入力する
 • iBeacon またはジオフェンスで監視している領域への出入りを監視する
 • FileMaker Go が実行されていない場合、 またはバックグラウンドで実行されている場合に通知を
表示する
 • 電話をかける
 • Touch ID （指紋認証） または Face ID （顔認証） を使って認証する （デバイスがサポートしてい
る場合）
 • スワイプでレコードを移動する、 あるいはスライドパネルを移動する

一方で、 FileMaker Pro の機能で FileMaker Go ではサポートされていないものもあります。 例えば、 次の
機能は FileMaker Go ではサポートされていません。

 • データベーススキーマ （テーブル、 フィールド、 リレーションシップなど） の作成と変更
 • レイアウト、 スクリプト、 値一覧などの作成と変更
 • fmp12 以外の形式からのレコードのインポート
 • fmp12 または XML 形式へのレコードのエクスポート
 • 一部のスクリプトステップ
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また、 カスタム App を利用する上でも次のような違いがあります。

 • レイアウトモードとプレビューモードはサポートされていない
 • カスタムメニュー （14.2） のメニュー項目に一部制限がある
 • FileMaker Pro でカスタム App に設定した印刷オプションは適用されない
 • iOS または iPadOS でサポートされていないフォントは、 サポートされているフォントに変換される
 • 一部のテキストスタイル （強調表示、 スモールキャップ、 上付き、 下付きなど） はサポートされてい
ない
 • タブ順はフィールドのみがサポートされる
 • オブジェクトフィールドに対するインスペクタの [データの書式設定] オプションの [イメージ] および 
[インタラクティブコンテンツ] は適用されない
 • デバイスにカスタム App ファイルが保存されている場合、 オブジェクトフィールドのデータを外部に
保存することはできない
 • 実行中のスクリプトを停止するには、 画面の任意の場所をタップしてスクリプトの停止を確認する （停
止を確認しないと実行を続ける）
 • 別のアプリケーションに切り替えると、 オーディオまたはビデオファイルが再生中でない限り、
FileMaker Go は中断状態になる
 • FileMaker Go の中断状態が一定期間を超え、 iOS または iPadOS によってアプリケーションが
強制終了されると、 休止状態ファイルを生成し、 FileMaker Go を再起動したときにこの休止状態
ファイルを使用して再開する

アプリケーションのバックグラウンドへの移動と中断
iOS デバイスや iPadOS デバイス上でカスタム App を使用しているときには、 OS の機能によって FileMaker 
Go がバックグラウンドに移動したり、 ネットワークの状態によって突然接続が中断されたりすることがあります。
FileMaker Go がバックグラウンドに移動すると、 開いているすべてのカスタム App ファイルの状態が保存され、
休止状態になります。 そして、 FileMaker Go がフォアグラウンドに戻ると、 保存された状態から再開されます。
FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud で共有されているカスタム App を利用している場合、 ネット
ワーク接続が中断すると休止状態になり、 接続が回復したら再開を試みます。 接続が回復しない場合は、 確定し
ていないデータは破棄され、 ファイルが閉じられます。 このような事態が予想される場合には、 こまめにレコード
を確定するように工夫が必要です。
拡張アクセス権 （13.3.3） の [fmreauthenticateX] （「X」 の部分のデフォルトは 「10」 で変更可能） を設定
している場合は、 休止状態から再開したときに指定された制限時間 「X」 分が経過していたら再ログインが必要に
なります。
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12.1.2  レイアウト作成時の注意点
FileMaker Go で使用するレイアウトは、 FileMaker Pro で使用するものと同じものを使える場合もあります。
しかし、 iOS デバイスあるいは iPadOS デバイスとコンピュータとでは画面サイズや画面の縦横比、 そして操作方
法が異なるので、 すべてのデバイスとコンピュータのどれにでも使えるようなレイアウトを考えるよりは、 それぞれ
に最適なレイアウトを用意するほうが使い勝手の良いカスタム App になることが多いです。
一般に、 FileMaker Go 用のレイアウトを作成する場合は、 次の点を考慮する必要があります。

 • 画面の大きさ
 • 画面の向き （縦長、 横長、 両方）
 • 操作方法 （指、 タッチペン （スタイラスペン） など）

これらのことから、 FileMaker Go 用のレイアウトを作成する際のルールとして、 例えば次のようなものが考えら
れます。

 • 指でタップするレイアウトオブジェクト （ボタンなど） は 44 x 44 pt 以上の大きさにする
 • 可能な限り、 キーボード入力ではなく指でタップして選択入力できるようにする
 • キーボード入力が必要な項目は [タッチキーボードタイプ] （インスペクタの [データ] タブの [動作] 
領域で設定） を適切に指定して入力を補助する
 • 小さい画面でも必要な部分にすぐに視線が行くように色を使いすぎない
 • グラデーションを使うと画面表示が遅くなるので多用しない
 • ウインドウは常に 1 つで済むように工夫する （ポップオーバーやカードウインドウを利用するなど）

なお、 FileMaker Pro には 「タッチ」 で始まる名前のタッチデバイス用レイアウトテーマが複数用意されている
ので、 活用してください。
また、 FileMaker Go を実際に使う場所と時間帯で、 画面がどのように見えるかを確認してみることも重要です。
外出先、 乗り物の中、 昼、 夜など一番使われそうな状況によっては、 最適なテーマや配色が変わってくるかもしれ
ません。
Apple デベロッパー向けの 「Human Interface Guidelines」 （英語） や 「ユーザーインターフェイスのデザイ
ンのヒント」 （https://developer.apple.com/jp/design/tips/） なども参考にしてみてください。

ウインドウの扱い

FileMaker Go でも複数のウインドウを使用することは可能です。 ただし、 FileMaker Pro の場合と違って、 常に 1 
つのウインドウのみが表示されます。
なお、 [ウインドウの調整] スクリプトステップで 「隠す」 オプションを選択すると、 ウインドウの順番が変わり、 一番後
ろになります。
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モバイルデバイス上ですべての作業ができる必要があるか
FileMaker Pro 用のレイアウトに対応する FileMaker Go 用のレイアウトを検討するとき、 FileMaker Pro 用
のレイアウトで実施する作業すべてを FileMaker Go 用のレイアウトでもできる必要があるのかを考えることも有
効であり、 また重要です。
例えばマスタデータの定期的な更新作業などは、 FileMaker Go で作業することを必ずしも前提にしなくてもよ
いかもしれません。
モバイルデバイス上で必要な機能や項目を限定することで、 小さい画面にうまく機能や項目を配置することがで
きます。

図12.1-1 デバイスによる 「ホーム」 画面の違いの例 （「見積作成管理システム」）

演習 12-1  起動時にクライアントに合わせて画面を切り替える

フォルダ：演習12_1 使用ファイル： 12_見積作成管理.fmp12

この演習では、 クライアントのデバイスのタイプに応じて、 それぞれのデバイス用に用意されたレイアウトに切り
替えるスクリプトを作成します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 には、 FileMaker Pro 用のホーム画面である 「ホーム」 レイアウト
の他、 FileMaker Go で使用する場合を想定して iPad 用の 「ホーム | iPad」 レイアウトと iPhone 用の 「ホー
ム | iPhone」 レイアウトを用意しています。
演習では、 現在 FileMaker Pro あるいは FileMaker Go を実行しているデバイスを判定して、 それぞれのデ
バイスに応じたレイアウトに切り替えるスクリプト （「起動処理_演習用」） を作成します。
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ここでは、 現在 FileMaker 製品を実行しているコンピュータまたはモバイル
デバイスの種類を取得するために、 次の関数を利用します。

 • Get ( デバイス ) 関数 （9.4.14）

また、 [レイアウト切り替え] スクリプトステップの、 FileMaker Go でのみ有
効なオプション [アニメーション] を使用します。 このオプション （図 12.1-2）
を指定すると、 指定したアニメーションで新しいレイアウトへ切り替わります。
さらに、 OnFirstWindowOpen スクリプトトリガ （10.4.3） を使って、 カ
スタム App ファイルを開いたときにこのスクリプトが実行されるようにします。 図12.1-2 レイアウト切り替え]  

スクリプトステップの  
[アニメーション] オプション

1  演習ファイルを開いて、 各デバイス用のホーム画面のレイアウトを確認します。

a. [ファイル] メニューの [管理] > [レイアウト...] を選択して [レイアウトの管理] ダイアログを開き
ます。

b. iPad 用の 「ホーム | iPad」 レイアウトと iPhone 用の 「ホーム | iPhone」 レイアウトが用意
されていることを確認します。 （図 12.1-3）

c. [レイアウトの管理] ダイアログ中の [iPad] フォルダと [iPhone] フォルダの中のレイアウトを適
宜開いて、 画面サイズや設定されているテーマなどを確認してください。
なお、 「起動画面」 レイアウトは、 「起動処理_演習用」 スクリプトを実行している間に表示する
空のレイアウトです。

図12.1-3 演習ファイルに用意されているモバイルデバイス用レイアウト
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2  スクリプト 「起動処理_演習用」 を作成します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて 「起動処理_演習用」 を開きます。 最初はヘッダ部とコメ
ント行、 および条件分岐しか入力されていません。

b. 図 12.1-4 の完成形を参照しながらスクリプトを完成させます。
c. 作成したスクリプトを保存します。

図12.1-4 「起動処理_演習用」 スクリプト

3  このカスタム App ファイルを開いたときにスクリプトが実行されるように、 ファイルのスクリプトトリガを
設定します。
a. [ファイル] メニューの [ファイルオプション...] を選択して [ファイルオプション] ダイアログで [ス
クリプトトリガ] タブを開きます。

b. イベント [OnFirstWindowOpen] を選択し、「起動処理_演習用」 スクリプトを指定します。 （図 
12.1-5）

c. [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
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図12.1-5 OnFirstWindowOpen スクリプトトリガの設定

4  スクリプトとスクリプトトリガの動作を確認します。
a. いったんカスタム App ファイルを閉じます。
b. FileMaker Pro でファイルを開いて 「ホーム」 レイアウトが表示されることを確認します。
c. iPad デバイスまたは iPhone デバイスが手元にある場合は、 カスタム App ファイルを転送し
てファイルを開き、 それぞれのデバイスに応じたレイアウトが開くことを確認します。

演習終わり

12.1.3  スクリプト作成時の注意点
FileMaker Go では FileMaker Pro とほとんど同じスクリプトステップ群を使用することができます。 しかし、
次の点に注意する必要があります。

 • FileMaker Go でサポートされていないスクリプトステップがある
 • FileMaker Go で処理を実行すると時間がかかったり通信量が多くなったりする
 • スクリプトを実行中にユーザが画面の任意の場所をタップするとスクリプトを停止することができる
 • FileMaker Pro と動作が異なるスクリプトステップがある

サポートされていないスクリプトステップの確認
FileMaker Go では一部のスクリプトステップがサポートされていません。 サポートされていないスクリプトステッ
プは、 [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の上のアイコンをクリックして 「iOS」 を指定すると、
スクリプトステップパネル上でグレー表示されます。 （図 12.1-6）
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図12.1-6 [スクリプトワークスペース] でのスクリプトステップの互換性確認

サポートされていないスクリプトステップを含むスクリプトが実行されると、 サポートされていないスクリプトステッ
プはスキップされて、 エラーコード 3 （「コマンドが使用できません」） を返します。 このエラーコードは、 Get ( 最
終エラー ) 関数 （9.4.14） を使ってチェックすることができます。

サーバーで処理を実行する
FileMaker Go でカスタム App を利用する場合、 iOS デバイスあるいは iPadOS デバイスの処理能力や通信
回線能力 （通信速度、 品質） が一定でないことも考慮する必要があります。
FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud でホストしている場合、 複雑で時間のかかる処理はサーバー
で実行することを検討します。 サーバーで処理を実行するためには、 次のスクリプトステップを使います。

 • [サーバー上のスクリプト実行] スクリプトステップ （10.3.4）

これによって、 スクリプト実行の応答速度を速くし、 ユーザの待ち時間を減らせることがあります。 また処理に必
要なデータの転送もほとんど発生しないので通信量を少なくすることも期待できます。

ユーザによるスクリプト停止の対策
スクリプトを実行している途中にユーザが画面をタップすると、 スクリプトを停止することができる場合があります。
また、 スクリプトの中に不明の （旧式または認識されない） スクリプトステップが含まれている場合、 エラーコード 
4 （「コマンドがみつかりません」） が返され、 スクリプトが停止することがあります。
スクリプトを途中で停止させないようにするには、 [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」
に設定しておきます。
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なお、 スクリプトが途中で終了することで想定していなかったことが起こらないように、 エラー処理とエラーコー
ドによる条件分岐を入れておくことも大切です。

動作が異なるスクリプトステップ
FileMaker Pro で実行する場合と動作が少し異なるスクリプトもあります。
[メールを送信] スクリプトステップの [ダイアログあり] オプションは FileMaker Go ではサポートされていない
ため、 このオプションを [オフ] に設定していても手動でメールを送信する必要があります。
また、 [URL を開く] スクリプトステップは、 Web ブラウザ （Safari） に切り替えずにポップアップで表示されま
す （12.1.5）。

12.1.4  署名を入力する
FileMaker Go だけの機能として、 iOS デバイスおよび iPadOS デバイスのカメラやタッチデバイスなどを使っ
てデータをフィールドに入力することができます。
この用途に使うスクリプトステップは次のものです。

 • [デバイスから挿入] スクリプトステップ

このスクリプトステップの [次から挿入] オプション （歯車アイコンをクリックして表示） は、 ポップアップメニュー
から入力元を選択します （図 12.1-7）。

図12.1-7 [デバイスから挿入] スクリプトステップの [次から挿入] オプション

[次から挿入] オプションで 「ミュージックライブラリ」 あるいは 「フォトライブラリ」 を選択した場合は、 デバイ
スの各ライブラリに移動して、 既に保存されている音楽や写真を選択します。 それ以外のデータについては、 さら
にオプションを設定します。
例えば、 図 12.1-8 の左側は [次から挿入] オプションで [カメラ...] を選択したときに表示されるオプション、
右側は [署名...] を選択したときに表示されるオプションです。
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図12.1-8 [デバイスから挿入] スクリプトステップの挿入オプション （左 ：カメラ用、 右 ：署名用）

「見積書」 に署名をもらう
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 で、 お客様のところに行って見積書を作成し、 その場で発注してもら
えるときには署名をもらう、 という状況を考えます。
iPad 用の 「見積詳細」 レイアウト （「見積詳細 | iPad」 レイアウト） は、見積を作成した後に 「結果確定済み」
のラジオボタンをタップすると、 「注文あり / 注文なし」 のラジオボタンセットが表示されます。 （図 12.1-9）

図12.1-9 iPad 版 「見積作成管理システム」 の 「見積詳細」 レイアウト
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ここで 「注文あり」 のラジオボタンをタップすると、 署名をもらえるかどうかの確認するダイアログが表示されま
す。 「OK」 をタップすると署名挿入用の領域が表示され、 署名ができるようになります。 （図 12.1-10）

図12.1-10 署名挿入用インターフェース

署名をもらった後は、 「注文あり」 の左側の鉛筆アイコンをタップすると署名内容が確認できます。

演習 12-2  署名挿入機能を確認する （FileMaker Go）

フォルダ：演習12_1 使用ファイル： 12_見積作成管理.fmp12

この演習では、 FileMaker Go で署名をフィールドに挿入する方法を確認します。
演習ファイルには 12.1.4 節で確認した署名挿入機能が既に実装されています。 この演習では、 その内容を順次
確認して行きます。
iPhone あるいは iPad を演習に利用可能な場合は、 演習ファイルを転送して一緒に動作を確認してください。
以下では iPad 用の 「見積詳細 | iPad」 レイアウトを例に確認していきますが、 iPhone 用の 「見積リスト | 
iPhone」 レイアウトも署名機能に関連する部分の仕様は同じです。

1  「見積詳細 | iPad」 レイアウトの設定を確認します。

a. 演習ファイルを開いて 「見積詳細 | iPad」 レイアウトを表示し、 レイアウトモードに切り替えます。
b. レイアウトのテーマに 「ユニバーサルタッチ」 が使用されていることを確認します。 テーマ名に
「タッチ」 が入っているものは、 タッチデバイス用に色やフォントが工夫されています。

c. インスペクタの [データ] タブを表示し、 「見積結果」 フィールド用のラジオボタンセット 「注文あ
り / 注文なし」 に [次の場合にオブジェクトを隠す] が設定されていることを確認します。
ラジオボタンオブジェクトは、 「見積状況」 フィールドの値が 「結果確定済」 でなければ表示さ
れない設定になっています。
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d. 「注文あり / 注文なし」 ラジオボタンセットのスクリプトトリガを確認します （右クリックで [スクリ
プトトリガ設定...] を選択）。
OnObjectModify スクリプトトリガ （10.4.2） で 「デバイスからの署名挿入」 スクリプトが割
り当てられています。 （図 12.1-11）

図12.1-11 ラジオボタンセットに設定された OnObjectModify スクリプトトリガ

2  「デバイスからの署名挿入」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて 「デバイスからの署名挿入」 スクリプトを表示します。 （図 
12.1-12）

b. 「署名いただけますか？」 ダイアログ （12.1.4 節の図 12.1-10 の左） で 「はい」 （= 「1」） を
選択されたら、[デバイスから挿入] スクリプトステップが実行される （15 行目） ことを確認します。

c. [デバイスから挿入] スクリプトステップの歯車アイコンをクリックして [次から挿入] オプションに
[署名...] が選択されていることを確認します。 [署名...] をもう一度選択すると、 12.1.4 節の図 
12.1-8 の右側の [署名オプション] ダイアログが表示されます。
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図12.1-12 「デバイスからの署名挿入」 スクリプト

（以下は、 iPhone あるいは iPad を演習に利用可能な場合に実施してください。）

3  iOS デバイスあるいは iPadOS デバイスに演習ファイルを転送します。
a. FileMaker Go をまだインストールしていない場合は、 App Store から無料でダウンロードして
インストールします。

b. iTunes や iCloud Drive、 AirDrop (macOS) などを使って iOS デバイスあるいは iPadOS 
デバイスに演習ファイルを転送します。
詳しくは、 FileMaker Go ヘルプの 「ファイルの転送」 を参照してください。

4  演習ファイルの動作を確認します。
a. 転送したファイルを開くと、 各デバイス用のホーム画面 （iPad の場合は 「ホーム | iPad」 レイ
アウト） が表示されることを確認します。 （演習 12-1）

b. ホーム画面で 「見積管理」 をタップします。
c. iPad の場合は、 さらに任意の見積情報を選択して 「見積詳細 | iPad」 レイアウトに移動します。
d. ラジオボタンの 「結果確定済」 をタップすると、 その上に 「注文あり / 注文なし」 のラジオボ
タンセットが表示されることを確認します。

e. ラジオボタンの 「注文あり」 をタップすると、 「署名いただけますか？」 ダイアログが表示される
ことを確認します。
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f. 「はい」 をタップし、表示された署名欄に入力し、右上の [承認] をタップして署名挿入用インター
フェースを閉じます。

g. 鉛筆アイコンをクリックすると、 入力した署名がポップオーバーで表示されることを確認します。
（図 12.1-13）

図12.1-13 入力済みの署名の表示

演習終わり

「デバイスからの署名挿入」 スクリプトについて

このスクリプトは演習用に簡略化して作成されています。 実際には、 次のような点についてももう少し考えなければな
りません。
 • いったん 「注文あり」 にしたが 「注文なし」 に戻す場合の作業
 • 既に署名をもらっている場合に、 再度署名をもらえるようにしたほうが良いかどうか
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12.1.5  QR コードから URL を開く
12.1.4 節で確認した [デバイスから挿入] スクリプトステップを使用すると、 カメラからバーコードや QR コード
を読み取り、 ターゲットフィールドのタイプによって次のように動作します。

 • ターゲットフィールドがオブジェクトフィールドの場合 ：
バーコードのイメージがフィールドに挿入され、 バーコードのテキスト値もフィールドに保存される

 • ターゲットフィールドがテキストフィールドの場合 ：
バーコードのテキスト値のみがフィールドに挿入される

また、 ReadQRCode 関数 （9.4.5） を使用すると、 オブジェクトフィールドに入力されたイメージの中にある 
QR コードの中のテキストを抽出することができます （ただし、 iOS 15.0、 iPadOS 15.0、 および macOS 12.0 
以降）。
これらを必要に応じて利用することにより、 例えば FileMaker Go で読み取った QR コードから URL を取り
出してフィールドに保存したり、 あらかじめデータとして入力されている QR コードから必要に応じて URL を取り
出したりすることができます。
演習 12-2 の演習ファイルの 「商品管理 | 一覧詳細』 レイアウト （FileMaker Pro 用）、 「商品管理 | 一覧詳
細 | iPad」 レイアウト、 および 「商品管理 | 一覧詳細 | iPhone」 レイアウトには、 商品情報の QR コードを保
存するための 「QR コード」 フィールドを追加しています。 このフィールドをクリックあるいはタップすると、QR コー
ドを含む画像から QR コードをキャプチャし、 URL テキストを抽出して対応する Web サイトを表示するようになっ
ています。
この機能を実現するスクリプトの概略は、 次のとおりです。

変数を設定 [ $URL ; 値: ReadQRCode ( 商品情報::QRコード ) ]
If [ Left ( $URL ; 4 ) = "http" ]

        URL を開く [ ダイアログあり: オフ ; $URL ]
Else

        カスタムダイアログを表示 [ "URLが開けません" ; "QR コードに URL が含まれていません" ]
End If

なお、 [URL を開く] スクリプトステップは、 FileMaker Pro では Web ブラウザを起動して Web サイトを表示し
ますが、 FileMaker Go ではポップアップに表示されます （[Safari で開く] オプションがあります）。 （図 12.1-4）



第12章　モバイル環境での利用
　FileMaker Go の利用　

577

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

14章

図12.1-14 イメージ中の QR コードから URL を開く

12.1.6  動画 ・ 音声を再生する
FileMaker Go では、 オブジェクトフィールドに保存されたメディアファイル （オーディオ、 ビデオ、 またはイメー
ジ） を再生することができます。 また、 再生するためのオプションを設定したり、 メディアファイルの再生に関係す
るイベントをトリガとしてスクリプトを実行したりすることができます。
このような目的に使用するスクリプトステップ、 スクリプトトリガ、 および関数としては、 次のようなものが用意さ
れています。

 • [AVPlayer 再生] スクリプトステップ
 • [AVPlayer オプション設定] スクリプトステップ
 • [AVPlayer 再生状態設定] スクリプトステップ

 • OnObjectAVPlayerChange スクリプトトリガ
 • OnFileAVPlayerChange スクリプトトリガ
 • OnExternalCommandReceived スクリプトトリガ

 • GetAVPlayerAttribute 関数 （9.4.15）
 • Get ( トリガ外部イベント ) 関数
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演習ファイルでの動画再生
演習 12-2 の演習ファイルには、 iPhone 用の 「商品管理 | iPhone」 レイアウト上に、 「商品情報」 テーブル
の 「商品画像」 フィールド （オブジェクトフィールド） の内容をポップオーバーで表示するポップオーバーボタンを配
置しています。 （図 12.1-15 左）
ポップオーバーの中には 「商品画像」 フィールドの他に、 フィールドに入力されているメディアファイルを再生す
るごとにタイムスタンプを表示する 「再生タイムスタンプ」 と 「再生」 ボタンを配置しています。
「商品画像」 フィールドには、 OnObjectAVPlayerChange スクリプトトリガが設定されており、 プレーヤーの
状態に変更があったとき、 それが 「再生」 状態になったのであれば、 「再生タイムスタンプ」 （グローバルフィール
ド 「g_動画再生タイムスタンプ」） にその時点のタイムスタンプが設定されるようになっています。
このスクリプトトリガに設定されているスクリプト （「動画の状態」 スクリプト） は、次のようなシンプルな内容です。
スクリプト引数として、 Get ( タイムスタンプ ) 関数の値が渡されます。

If [ GetAVPlayerAttribute ( "PlaybackState" ) = 1 ]

        フィールド設定 [ z_ユーティリティ::g_動画再生タイムスタンプ ; Get ( スクリプト引数 )
End If

「再生」 ボタンをタップした場合は、 再生時の設定をあらかじめ指定して再生するスクリプト （「動画の再生」 ス
クリプト） が実行されます。 このスクリプトも、 次のように [AVPlayer 再生] スクリプトステップのみのシンプルな
内容です。

AVPlayer 再生 [ フィールド : 商品情報管理::商品画像 ; 表示 : フルスクリーンのみ ; インタラクションを
無効にする ; いいえ ; コントロールを隠す : いいえ ; 位置 : 商品情報管理::商品画像 ]

「再生」 ボタンをタップすると、 [AVPlayer 再生] スクリプトステップのオプションで指定されているとおり、 フル
スクリーンで再生されます。
一方、 「再生」 ボタンをタップせずにポップオーバーの中の動画アイコン （オブジェクトフィールド） をタップすると、
メディアファイルを再生するためのコントローラが表示されます。 （図 12.1-15 中）
この場合は、 例えばコントローラの動画の再生ボタンをタップしてもフルスクリーン表示にはならず、 その場で再
生されます。 （図 12.1-15 右）
なお、 動画以外の写真データなども同様に表示されます。

演習 12-2 の演習ファイルでは、 「商品番号」 が 「30007」 のレコードに動画ファイルを保存していますので、
上記の動作を確認してみてください。
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図12.1-15 メディアファイル （動画） の再生

12.1.7  センサー情報を取得する
FileMaker Go では iOS あるいは iPadOS に搭載されているセンサー情報を取得することができます。
センサー情報を取得するには、GetSensor 関数 （9.4.15） を利用します。 例えば、次の計算式は 600 秒 （10 
分間） の歩数 （数値） を取得します。

GetSensor ( "stepCount" ; 600 )

この関数は、 例えば [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップ （10.5.4） を使ったスクリプトと組
み合わせて、 定期的にセンサー情報 （「1 時間ごとの歩数」、 「1 時間ごとの気圧」 など） を取得することができます。
演習 12-3 の演習ファイルには、 GetSensor 関数を使って現在のセンサーの値を取得して表示するレイアウト
（「デバイス情報取得」 レイアウト） を用意しています。 FileMaker Go を利用可能な環境があれば、 どのような
値が取得できるか、 確認してみてください。
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12.1.8  ローカル通知を利用する
カスタム App でタイマー機能を使おうとしたとき、 まず [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステッ
プ （10.5.4） を使用することが考えられます。 このスクリプトステップは、 指定されたスクリプトを指定された間隔
（秒） で実行します。
しかし、 FileMaker Go で [OnTimer スクリプトをインストール] スクリプトステップを使う場合、 FileMaker Go 
の画面を表示している、 つまり FileMaker Go がフォアグラウンド （手前） にある必要があります。 この間はデ
バイス上で他のアプリケーションで作業することはできません。
FileMaker Go が実行されていない、 あるいはバックグラウンドで実行されているときにもタイマー機能を使い
たい場合は、 ローカル通知 （同じデバイスで送信および受信される通知） を利用することができます。
FileMaker Go では、 次のスクリプトステップを使って、 ローカル通知を指定した時間の経過後に表示するよう
に設定することができます。

 • [ローカル通知の構成] スクリプトステップ

[ローカル通知の構成] スクリプトステップは、 指定された秒数が経過した後、 通知を表示します。 ローカル通知
は FileMaker Go がフォアグラウンドにない場合も表示されます。
通知にはボタンを表示することができ、 ユーザが特定のボタンをタップすると指定されたスクリプトを実行します。
通知が表示されてもユーザが操作をしなかった場合、 スクリプトは実行されません。
例えば、 図 12.1-16 の 「ローカル通知_20 秒後」 スクリプトでは、 20 秒後にローカル通知を表示するように
設定されています。 ローカル通知には 2 つのボタン （「記録する」 と 「再通知」） を表示し、 ユーザが通知に対し
て何もしない、 あるいは 「再通知」 ボタンをタップすると、 自分自身を再帰的に呼び出してさらに 20 秒待機しま
す。 ユーザが 「記録する」 ボタンを選択すると GetSensor 関数を使って 600秒間の歩数を取得し、 フィールド
に設定しています。
このスクリプトの動作については、 演習 12-3 で確認します。

図12.1-16 「ローカル通知_20秒後』 スクリプト （演習 12-3）
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演習 12-3  ローカル通知後にセンサー情報を取得する

フォルダ：演習12_3 使用ファイル： 12_見積作成管理.fmp12

この演習では、 GetSensor 関数 （12.1.7） および [ローカル通知の構成] スクリプトステップ （12.1.8） の動作
を確認します。
演習ファイルには、 次のレイアウトが用意されています。

 • 「ホーム | iPhone」 レイアウト （iOS デバイス用ホーム画面）
 • 「ホーム | iPad」 レイアウト （iPadOS 用ホーム画面）
 • 「デバイス情報取得」 レイアウト

図12.1-17 「デバイス情報取得」 App のホーム画面

このうち、 「ホーム | iPhone」 レイアウトと 「ホーム | iPad」 レイアウトには、 ボタン 「ローカル通知　テスト」
が配置されています。このボタンには、[ローカル通知の構成] スクリプトステップを使った 「ローカル通知_20 秒後」
スクリプト （図 12.1-16） が割り当てられており、 12.1.8 節の内容を確認することができます。
「デバイス情報取得」 レイアウトでは、 GetSensor 関数が返す値を確認することができます。 ホーム画面の 「セ
ンサー情報」 のボタンをタップすると、このレイアウトに切り替わります。 このレイアウトは iPad 用に作成しています。
本演習では、 演習ファイルの内容の確認だけをします。 FileMaker Go を利用できる環境がない場合には、 演
習の図と説明で確認してください。 また、 FileMaker Pro で演習ファイルの内容も確認してください。
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1  iOS デバイスあるいは iPadOS デバイスに演習ファイルを転送します。

a. FileMaker Go をまだインストールしていない場合は、 App Store から無料でダウンロードして
インストールします。

b. iTunes や iCloud Drive、 AirDrop (macOS) などを使って iOS デバイスあるいは iPadOS 
デバイスに演習ファイルを転送します。
詳しくは、 FileMaker Go ヘルプの 「ファイルの転送」 を参照してください。

2  GetSensor 関数が返す値を確認します。
a. ホーム画面で 「センサー情報」 ボタンをタップして 「デバイス情報取得」 レイアウトに切り替えます。
b. 各ボタンをタップすると iOS デバイスあるいは iPadOS デバイスから取得したセンサーの値を
フィールドに表示します （図 12.1-18）。 各センサーがどのような値を返すか、 確認してください。
なお、 センサーから値を取得するのに時間がかかるものや、 デバイスによっては取得できないも
のもあります。

図12.1-18 「デバイス情報取得」 レイアウト （iPad）
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3  [ローカル通知の構成] スクリプトステップの動作を確認します。
a. ホーム画面で 「ローカル通知　テスト」 ボタンをタップし、 FileMaker Go をバックグラウンドに
します。

b. 約 20 秒後に通知が表示されることを確認します。 （図 12.1-19 左）
c. 通知を長押しすると 「記録する」 と 「再通知」 の選択肢が表示されることを確認します。 （図 
12.1-19 中）

d. 「再通知」 をタップすると、 約 20 秒後に再度通知が表示されることを確認します。
e. 「記録する」 をタップすると、 iOS デバイスの場合はホーム画面に、 iPadOS の場合は 「デバイ
ス情報取得」 レイアウトに 「歩数」 の値が入力されていることを確認します。 （図 12.1-19 右）

    

図12.1-19 ローカル通知のテスト （左 ：通知、 中 ：通知の選択肢、 右 ： 「記録する」 選択後）

演習終わり
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12.2 FileMaker WebDirect の利用
FileMaker には、 カスタム App のデータベースを Web ブラウザからアクセスする仕組みが用意されています。
これによって、 例えば外出先やリモートオフィスで FileMaker Pro や FileMaker Go がインストールされていな
いクライアントマシンやデバイスからデータにアクセスしたり、 外部の人に必要なデータのみを公開したりすることが
できます。
Web 上でのカスタム App データの公開方法には、 次の 3 種類が用意されています。

 • FileMaker WebDirect を利用
 • カスタム App のデータを HTML 形式あるいは XML 形式でエクスポート （静的公開）
 • カスタム Web 公開を利用

FileMaker Server または FileMaker Cloud を使用してカスタム App を共有している場合は、 FileMaker 
WebDirect を利用することができます。 対応する Web ブラウザと、 FileMaker WebDirect カスタム App に
接続するインターネットまたはイントラネット環境、 およびアクセス権があれば、 誰でもレコードを表示、 編集、 ソー
ト、 または検索ができます。

静的公開は、 ユーザはカスタム App のデータベースに直接アクセスしません。 データベースのデータが更新さ
れても Web ページには自動的に反映されないので、 データがほとんど変更されない場合に有効です。

カスタム Web 公開は FileMaker Server を利用してカスタム App を共有している場合に利用可能です。 デー
タベースのデータを他の Web サイトに統合したり、 ユーザがデータを操作 （レコード作成、 編集、 削除など） し
たりすることもできます。 詳しくは、 次のドキュメントを参照してください。

 • Claris、 「FileMaker Server カスタム Web 公開ガイド」 
https://help.claris.com/ja/server-custom-web-publishing-guide.pdf

なお、 FileMaker WebDirect を利用するには FileMaker ボリュームライセンスが必要です。

12.2.1  Claris FileMaker WebDirect とは
FileMaker WebDirect は、 FileMaker Pro で作成したカスタム App を、 Web アプリケーションとデスクトッ
プアプリケーションの特徴を組み合わせた形で Web 上で利用できるようにするものです。 FileMaker Server ま
たは FileMaker Cloud で共有するカスタム App で利用することができます。
カスタム App の利用者は、 Web ブラウザを使って FileMaker Pro とほぼ同じ画面 （レイアウト） でカスタム 
App を利用することができ、 また FileMaker Pro の多くの機能を利用することができます。 （図 12.2-1）
FileMaker WebDirect を使ってカスタム App を公開しようとする開発者は、 PHP、 HTML、 CSS、 または 
JavaScript コードなどを記述する必要はありません。 FileMaker Pro の開発知識だけでカスタム App を Web 
アプリケーションとして短時間で公開することができます。
FileMaker WebDirect および動作環境について詳しくは、 次のドキュメント等を参照してください。

 • Claris、 「Claris FileMaker WebDirect ガイド」 
https://help.claris.com/ja/webdirect-guide/
 • Claris ナレッジベース 「Claris FileMaker 19.4 ～ 19.5 動作環境」 （KB:000035714）
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図12.2-1 FileMaker WebDirect を使って Web 公開した 「見積作成管理システム」

12.2.2  FileMaker WebDirect カスタム App の設計と作成
FileMaker WebDirect は FileMaker Pro と似ていますが、 Web ブラウザからアクセスされること、 Web ブ
ラウザ上で動作することから、 FileMaker Pro の場合とは違った配慮が必要です。
ここでは、 FileMaker WebDirect を使って Web 公開するカスタム App （FileMaker WebDirect カスタム 

App） について、 検討すべきことを概観します。

FileMaker WebDirect の利用環境
コンピュータやデバイスによって Web ブラウザの画面サイズや解像度は異なるため、 FileMaker Go における
レイアウト設計の検討 （12.1.2） と同様に、 デバイスに合わせたレイアウト設計が必要になります。 カスタム App 
を Web ブラウザで利用するデバイスが決まっているかどうか、 あらかじめ確認しておきましょう。
また、 接続している FileMaker WebDirect クライアントの数は、 パフォーマンスに直接影響を及ぼします。
FileMaker WebDirect を利用する可能性のあるユーザ数をあらかじめ確認し、 必要なサーバー構成を検討する
必要があります。
なお、 ホスト （FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud） に接続する FileMaker WebDirect クライ
アントの数には制約があります （Claris ナレッジベースのKB: 000035714 を参照してください）。

FileMaker WebDirect の制限
FileMaker WebDirect は FileMaker Pro に似た画面を表示することができますが、 FileMaker Pro クライ
アントのすべての機能が使用できるわけではありません。
まず、 データベースやレイアウトなどカスタム App 自体を編集することはできません。 また、 その他にも、 例え
ば次のような制限 ・ 制約があります。
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 • 表形式をサポートしていない
 • 最前面のオブジェクトが透明な場合やオブジェクトグループの何もない場所をクリックしても、 背後に
あるオブジェクトを選択することはできない （オブジェクトの重なり順に影響を受ける）
 • 使用できるテキストスタイルが制限されている （強調表示、 段落テキストスタイル、 タブ位置は未サ
ポート）
 • カスタム App ファイルを閉じる前にブラウザを閉じた場合、 あるいは終了した場合、 セッションが
開いたままになる
 • 一部の関数、 スクリプトステップ、 およびスクリプトトリガがサポートされていない、 あるいは 
FileMaker Pro での動作とは異なる場合がある

FileMaker WebDirect カスタム App を利用する場合は、 上記のような機能制限を考慮してカスタム App を
作成する必要があります。

パフォーマンスの考慮
FileMaker WebDirect カスタム App の応答速度 （パフォーマンス） は、クライアント （デバイス） の処理能力、
ネットワーク接続の品質や FileMaker WebDirect カスタム App に同時に接続するユーザ数の影響を受けますが、
カスタム App の 「造り」 によっても大きな影響が出ることがあります。
カスタム App で現在のレコードが変更されたり、 レイアウトが変更されたりすると、 ブラウザの表示を描き替え
るためにサーバー （FileMaker Server または FileMaker Cloud） との間に通信が発生します。 この通信の頻
度や一度の通信でクライアントにダウンロードされるデータ量がパフォーマンスに影響を与えます。
通信のパフォーマンスを上げるには、 カスタム App 側に例えば次のような工夫が必要です。

 • シンプルなレイアウトテーマを選択または作成する
 • 既存のテーマとスタイルを変更するのではなく、 カスタムテーマとカスタムスタイルを作成する
 • 条件付き書式の使用を最小限にする
 • イメージのサイズを Web 最適化する

なお、 パフォーマンスについて詳しくは、 次のドキュメントを参考にしてください。

 • Claris、 「FileMaker パフォーマンスを引き出す」 
https://content.claris.com/ja-fm-performance-guide-reg
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12.2.3  FileMaker WebDirect カスタム App の公開とアクセス
FileMaker WebDirect カスタム App を公開するには、 FileMaker Pro を使用してカスタム App に必要な
設定をした後、 FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud にアップロードします。
具体的な手順は、 以下のとおりです。

（1） カスタム App をFileMaker Pro で開きます。
（2） [ファイル] メニューの [共有設定] から [FileMaker WebDirect の構成 ...] を選択して [FileMaker 
WebDirect 設定] ダイアログを開きます。

（3） [FileMaker WebDirect 設定] ダイアログで、 Web 上で公開するファイルを選択し、 ファイルを開くことが
できるユーザを選択します。 （図 12.2-2）

（4） [OK] をクリックしてダイアログを閉じ、 カスタム App を閉じます。
（5） カスタム App ファイルを FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud にアップロードします。

図12.2-2 [FileMaker WebDirect 設定] ダイアログ

FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud で FileMaker WebDirect カスタム App を利用するため
の設定については、 各製品のヘルプを参照してください。

FileMaker WebDirect カスタム App へのアクセス
FileMaker WebDirect カスタム App には、 FileMaker WebDirect 起動センター （FileMaker Server）、

Claris Customer Console （FileMaker Cloud） からアクセスすることができます。 また、Web サイト （HTML 
ページ） に FileMaker WebDirect カスタム App へのリンクを直接埋め込んで利用することもできます。

 • FileMaker WebDirect 起動センターから開く
Web ブラウザを開いて、 次のアドレスを入力して FileMaker WebDirect 起動センターを開きます。 <ホス
ト> は FileMaker Server 展開または FileMaker Cloud 展開の IP アドレスまたはドメイン名です。

http(s)://<ホスト>/fmi/webd
起動センター上でカスタム App のファイル名をクリックして FileMaker WebDirect カスタム App を開きます。
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 • Claris Customer Console から開く
Claris Customer Console にサインインし、 [ホーム] タブでカスタム App をクリックして [FileMaker 
WebDirect で開く] を選択します。 （図 12.2-3）

 • Web サイトから開く
FileMaker WebDirect カスタム App は次の URL から直接アクセスすることができます。

http(s)://<ホスト>/fmi/webd/<カスタム App ファイル名>
このリンクを Web サイト （HTML ページ） に直接埋め込むことができます。 また、 このリンクを使ってユー
ザが直接、 Web ブラウザからアクセスすることもできます。

図12.2-3 Claris Customer Console から FileMaker WebDirect カスタム App を開く
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FileMaker WebDirect カスタム App を閉じる
ユーザが FileMaker WebDirect カスタム App を終了するときは、 Web ブラウザのタブやウインドウを閉じれ
ばセッションタイムアウト後にファイルは閉じられます。 しかし、 ユーザが明示的にカスタム App ファイルを閉じる
ことが重要になることもあります。
例えば、 FileMaker WebDirect カスタム App ファイルを閉じる前に Web ブラウザのタブやウインドウを閉じ
たり、 ブラウザ自体を終了したりすると、 セッションが開いたままになって次のような問題を起こす可能性があります。

 • OnLastWindowClose スクリプトトリガなど、 スクリプトトリガに割り当てられたスクリプトが実行
されない
 • 接続制限に達した場合に他のユーザがカスタム App を開けなくなる
 • 指定されたタイムアウト時間が経過するまでスクリプトの実行が継続して予期しない結果になる可能
性がある

このような問題を最小限におさえるには、 ユーザにメニューバーの [ファイルを閉じる] をクリック （図 12.2-4）
することを励行する他に、 サーバーでセッションタイムアウト時間を短く設定したり、 安全にファイルを閉じるスクリ
プトボタンを作成してレイアウトに配置したりすることが有効です。
詳しくは、 「Claris FileMaker WebDirect ガイド」 を参照してください。

図12.2-4 メニューバーから FileMaker WebDirect カスタム App ファイルを閉じる
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第13章 セキュリティ対策

セキュリティ対策の目的は、 システム全体の保護です。 想定しない外部からのアクセスや、 利用上の誤操作、 悪
意ある行為 （窃取、 改ざん、 消去など） からシステムを守ります。
ここでは、 カスタム App のセキュリティの計画と対策について主に次の点を中心に確認します。

 • カスタム App ファイルに対するセキュリティ設定
 • アカウント管理 ・ アカウント認証
 • アクセス権

13.1 セキュリティの計画
カスタム App のセキュリティの計画では、 カスタム App が取り扱うデータの重要性に応じて、 どのような対策
を講じるかを取捨選択します。 これは、 カスタム App の運用を開始するまでに行います。
例えば、 次のような項目について検討あるいは決定します。

 • アカウント管理
 – カスタム App のユーザ範囲
 – [完全アクセス] アクセス権の管理方法
 – アカウントタイプの選択 （13.2.1）
 – 用途に応じたカスタムアクセス権セットの作成とユーザアカウントへの割り当て （13.3.2）

 • 外部認証の運用ルールの確認 / FileMaker ファイル認証の運用ルールの作成
 – FileMaker ファイル認証 （13.2.1） の運用ルール （アカウント管理担当者、 新規登録 / 停止 / 再開 / 
削除、 パスワード管理、 パスワード忘れ対応など）
 – 外部認証 （13.2.1） を使用する場合の運用ルール （管理担当者と検討して決定）

 • カスタム App 操作中のセキュリティ
 – ステータスツールバーの表示 / 非表示 （14.1）
 – カスタムメニュー （14.2） の使用 / 不使用
 – データの表示やスクリプト実行に対するカスタムアクセス権セットによる制限

 • カスタム App ファイルのセキュリティ
 – 他のファイルから外部参照する際のファイルアクセス設定の必要有無 （13.4）
 – カスタム App ファイル自体の暗号化 （13.5.1）
 – ホストでのファイル名の表示 / 非表示 （13.5.2）
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 • サーバーのバックアップ計画
 – バックアップの方法と頻度
 – バックアップファイルの保存場所

 • サーバーのログ取得 （監査証跡管理）
 – カスタム App データベースへのレコード作成、 変更、 削除の履歴 （ログ） の取得
 – ログファイルの保存方法

 • 内外からの不正アクセスに対するデータ保護
 – 組織のネットワーク、 サーバーとクライアントマシン、 OS のセキュリティ対策の確認
 – 必要に応じて、 組織のセキュリティ対策の変更を担当部署と検討

セキュリティ対策はたいへん重要な作業です。 セキュリティ事故が起こってからでは取り返しがつかないことが多
いのも、 みなさんがご存知のとおりです。
セキュリティ対策は、 十分な作業期間を設けて計画、 設定、 確認を行ってください。
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13.2 アカウント管理
セキュリティ対策の一つは、 カスタム App ファイルにアクセスする権利を持っているユーザの操作からデータを
守ることです。
FileMaker Pro では、 カスタム App ファイルへのアクセスを許可する前に、 アカウント （アカウント名および
パスワード） が有効かどうかをチェックします。 これをアカウント認証といいます。 有効なアカウント情報を指定す
ることができないユーザは、 カスタム App ファイルを開くことはできません。
FileMaker Pro では、 カスタム App ファイル内で定義されている （FileMaker ファイルアカウント） と、 ファ
イルの外部で定義されている外部アカウントを使用することができます。一部のアカウントタイプ （13.2.1） では、ユー
ザ個人だけでなく、 ユーザグループを使ってアカウント認証することができます。
なお、 FileMaker Pro のセキュリティ設定はカスタム App ファイルごとに実施する必要があります。 設定内容
のインポートなどはできません。 アクセス権セット （13.3） や拡張アクセス権 （13.3.3） の設定は、 ファイルごと
に手作業で実施します。
アカウントの登録や管理などをスクリプトで実行することも可能です （13.2.3）。

13.2.1  FileMaker クライアントのアカウントタイプ
FileMaker クライアントでは、 6 種類のアカウントタイプが用意されています （表 13.2-1）。 これらは、 アカウ
ント認証方法の違いによるものです。
アカウントタイプのうち、 FileMaker ファイルアカウントのみが FileMaker Pro ファイルでアカウント情報を管理
し、 その他のアカウントタイプではアイデンティティプロバイダまたは認証サーバーにより管理されます。
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表13.2-1 FileMaker クライアントでサポートされているアカウントタイプ

カスタム App ファイルの 
利用形態ごとの利用可否

ローカル
ファイル

FileMaker 
Server で

共有

FileMaker 
Cloud で

共有
アカウント情報が 

定義されている場所 認証対象

FileMaker ファイルア
カウント ○ ○ × FileMaker Pro ファイル内 ユーザ

Claris ID × × ○ Claris ID アカウントシステム ユーザ、
グループ

外部 IdP × × ○ 外部アイデンティティプロバイダシ
ステム

ユーザ、
グループ

外部サーバー × ○ ×
外部認証サーバー （Apple Open 
Directory、 Windows ドメイン、
または Microsoft AD FS など）

グループ

定義済み OAuth アイ
デンティティプロバイダ × ○ ×

定義済み OAuth アイデンティティ
プロバイダ （Amazon、 Google、
Microsoft Azure AD など）

ユーザ、
グループ

カスタム OAuth アイ
デンティティプロバイダ × ○ × カスタム OAuth アイデンティティ

プロバイダ
ユーザ、
グループ

表 13.2-1 のとおり、 カスタム App をスタンドアロン （ローカルファイル） で使う場合は、 FileMaker ファイル
認証しか利用できないことに注意してください。
カスタム App を FileMaker Cloud で共有する場合は、 Claris ID （Claris による統合サインオンシステム）
あるいは外部 IdP のいずれを利用するかを決定します。FileMaker Cloud での認証について詳しくは、次のドキュ
メントなどを参照してください。

 • Claris、 「Claris FileMaker Cloud 管理者ガイド」 
https://content.claris.com/0320-438-JPN-JA-Cloud-Admin-Guide.pdf
 • Claris FileMaker Cloud ヘルプ

FileMaker Server で共有する場合は、FileMaker ファイル認証、外部認証、あるいは OAuth アイデンティティ
プロバイダによる認証のどれを利用するかを決定します。
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外部認証
企業や団体などの場合、 複数のシステムを 1 つのアカウント （アカウント名とパスワード） で利用できるように
情報システム部門などがネットワーク上に認証サーバーを設置している場合があります。 この仕組みを利用するの
が FileMaker Server の外部認証です。 ユーザは他のシステムを同じアカウントでカスタム App を使用できるよ
うになります。
外部認証を利用する場合、 カスタム App ファイルにアカウント情報は保存されません。 代わりに認証グループ
名を指定し、 このグループ名に対して 1 つのアクセス権セット （13.3） を割り当てます。
アカウント情報を入力してログインを実行すると、 認証サーバーにアカウント情報が渡されます。 認証されると、
そのアカウントが所属しているグループ名がカスタム App ファイルに設定されているかどうかを確認し、 最初に合
致したアクティブなグループ名のアクセス権セットが割り当てられます。
なお、 ユーザが全員、 外部認証でアクセスする場合も、 カスタム App には必ず [完全アクセス] アクセス権セッ
ト （13.3.1） のアカウントを 1 つ以上作成しておく必要があります。

OAuth アイデンティティプロバイダによる認証
FileMaker Server では、 Amazon、 Google、 Microsoft Azure AD などの OAuth アイデンティティプロバ

イダを使ってユーザを認証することができます。 OAuth アカウントアクセスにより、サードパーティのアイデンティティ
プロバイダを使用してファイルへのアクセスを制御することができ、 追加のセキュリティ対策として多要素認証 （マ
ルチファクター認証） なども利用できるようになります。
OAuth アイデンティティプロバイダによる認証を利用する場合、 ユーザだけでなくグループを単位として認証す
ることができます。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプや FileMaker Server ヘルプを参照してください。

アカウントアクセスの作成と編集
アカウントタイプごとのアカウントを作成するには、 FileMaker Pro で次のように操作します。 詳しくは、
FileMaker Pro ヘルプの 「アカウントアクセスの作成と編集」 の項を参照してください。

（1） [ファイル] メニューの [管理] から [セキュリティ...] を選択し、 [セキュリティの管理] ダイアログを表示します。
（2） [認証方法:] のポップアップメニューから、 使用するアカウントタイプを選択します。 （図 13.2-1）
（3） 新しいアカウントを作成するには、 [+新規] をクリックします。 既存のアカウント情報を変更するには、 表示
されているユーザあるいはグループを選択します。

（4） 選択したアカウントタイプごとにアカウント情報の詳細を設定します。
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図13.2-1 アカウントタイプの選択

なお、 現在のアカウントタイプは、 次の関数を使って取得することができます。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘル
プを参照してください。

 • Get ( アカウントタイプ ) 関数

13.2.2  FileMaker ファイルアカウントを管理する
カスタム App ファイルには、 デフォルトで 「Admin」 と 「ゲスト」 という 2 つの FileMaker ファイルアカウン
トが定義されています。 これらをデフォルトアカウントといいます。
カスタム App のセキュリティを考慮すると、 ほとんどの場合、 デフォルトアカウントだけではカスタム App を運
用することはできません。 デフォルトアカウントについては適切に管理しつつ、 カスタム App に必要なユーザアカ
ウントと管理者アカウント、 およびそれに必要なアクセス権セットを作成して運用します。

Admin アカウント
Admin アカウントは、 [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） が割り当てられているデフォルトアカウントで
す。 デフォルトでは空白のパスワードが設定されています。 アクセス権が設定されていないカスタム App ファイル
には、 自動的に Admin アカウントでログインするファイルオプションが設定されています。
[完全アクセス] アクセス権セットは、 データベース、 レイアウト、 スクリプト、 各種設定のすべてを行うことができる、
開発に必須の 「権限」 です。 したがって、 Admin アカウントでの自動ログイン設定は、 カスタム App の運用開始
までに解除しておくべきです。 その上で、 Admin アカウントに推測されにくいパスワードを設定したり、 別のアカウ
ント名で [完全アクセス] アクセス権セットを持つアカウントを登録したりして運用に供します。
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なお、 「Admin」 というアカウント名は推測しやすいので、 [完全アクセス] アクセス権セットを持つ他のアカウン
トを作成した後に、「Admin」 アカウントを非アクティブ （[セキュリティ管理] ダイアログの [アクティブ] 設定をオフ）
にするか、 アカウント自体を削除するかしてください （このとき、 [完全アクセス] アクセス権セットを持つすべてのア
カウントを削除してしまわないように注意してください）。

ゲストアカウント
ゲストアカウントは、 [閲覧のみ] アクセス権セット （13.3.1） が割り当てられているデフォルトアカウントです。 こ
のアカウントは、 デフォルトでは非アクティブになっています。
ゲストアカウントは、 Admin アカウントと違って、 アカウントの削除、 アカウント名の変更、 およびパスワードの
割り当てをすることができません。 ユーザはアカウントを持っていなくても、 誰でも 「ゲスト」 としてカスタム App 
ファイルにアクセスすることができます。 このアカウントは、 例えば、 アンケートの回答や閲覧のみの画面を提示す
る FileMaker WebDirect カスタム App （12.2） へのアクセスなどに利用することができます。

自動ログイン
新しく作成されたカスタム App ファイルは、 Admin アカウント （パスワード未設定） で自動的にログインするよ
うにファイルオプションで設定されています。 （図 13.2-2）
設定した FileMaker ファイルアカウントでログインできるようにするためには、 [ファイルオプション] ダイアログ
の [次のアカウントを使用してログイン:] オプションのチェックを外します。
なお、 [次のアカウントを使用してログイン:] オプションがチェックされて自動ログインアカウントが設定されてい
るときに、 登録されている他のファイルアカウントでログインしたい場合は、 Shift キー （Windows） あるいは 
option キー （macOS） を押しながらカスタム App ファイルを開くと、 アカウント認証ダイアログを表示させるこ
とができます。

図13.2-2 [ファイルオプション] ダイアログ
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資格情報の保存
[ファイルオプション] ダイアログ （図 13.2-2） の [保存されている資格情報による認証を許可] オプションを
選択すると、 Windows の資格情報マネージャー （Windows） またはキーチェーン （macOS、 iOS、 あるいは 
iPadOS） にパスワードが保存され、 ユーザはカスタム App ファイルを開くたびに資格情報を入力する必要がなく
なります。
FileMaker Cloud でカスタム App を共有している場合は、 最初に認証された後、 Claris ID または外部 IdP 
の資格情報が保存されます。
[要 iOS または iPadOS パスコード] オプションを選択すると、 FileMaker Go がキーチェーンに資格情報を保
存する前に、 ユーザに iOS または iPadOS にパスコードを設定するよう要求します。
言うまでもなく、 資格情報を保存する設定を有効にする際には、 セキュリティが担保できるかどうか十分に検討
してください。

アカウント情報の取得
現在のアカウント情報を取得するには、 次の関数を使います。 詳しくは、 FileMaker Pro ヘルプを参照してくだ
さい。

 • Get ( アカウント名 ) 関数
 • Get ( アカウントグループ名 ) 関数
 • Get ( アカウントタイプ ) 関数

FileMaker ファイルアカウントのアカウント名

FileMaker ファイルアカウントのアカウント名では、日本語の文字も使うことができます。 例えば、演習 13-1 （13.2.3）
では 「演習テスト」 というアカウント名を登録しています。
また、 パスワードではアルファベットの大文字と区別は区別されますが、 アカウント名では区別されないことに注意して
ください。
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13.2.3  スクリプトによりファイルアカウントを管理する
FileMaker ファイルアカウントに関する基本的な設定を完了した後は、 アカウント管理用のスクリプトを作成して
運用時に利用することをお勧めします。 これは、 複数のアカウントの編集 （追加、 削除など） を自動化するだけで
なく、 手動による誤ったアカウント編集操作 （アカウントやアクセス権セットの削除など） を防ぐことを目的とします。
FileMaker スクリプトでは、 アカウントに関して次の操作をすることができます。

 • アカウントの追加 / 削除
 • アカウントのパスワードのリセット / 変更
 • アカウントの有効化 / 無効化

これらを実行するスクリプトを作成しておけば、 例えば、 運用開始直前のアカウント一括登録時や、 定期人事異
動の際の大量アカウントの追加 / 削除が必要な時に、 改行区切りテキストなどでデータを用意し、 スクリプトでデー
タを読み取って繰り返し処理でアカウント操作を実行する、 といったことが可能となります。
また、 [完全アクセス権] アクセス権セットが割り当てられていないユーザ （例えば、 人事担当者） が、 新規ユー
ザを運用ルールに則って登録するといったことも可能です。
なお、 [完全アクセス権] アクセス権セットを持つユーザをスクリプトで追加することはできません。

次の演習 13-1 では、 アカウント登録を自動化するスクリプトを確認します。

演習 13-1  スクリプトを使ってアカウントを自動登録する

フォルダ：演習13_1 使用ファイル： 13_見積作成管理.fmp12

この演習では、 アカウントを登録するスクリプトを確認します。
演習ファイルの 「見積作成管理システム」 には、 「自社情報管理」 レイアウトが追加されています。 （図 13.2-3）
このレイアウトの右上には、 「アカウント登録」 と 「アカウント停止」 というボタンが用意されています。 この演
習では、 ユーザが 「アカウント登録」 ボタンをクリックすると、 次の条件で新規アカウントを登録するようなスクリ
プトを作成します。

 • 「アカウント登録」 ボタンをクリックしたときに新規アカウント名を入力する
 • 割り当てるアクセス権セット （13.3.2） は 「営業ユーザ」 とする
 • 初期パスワードとして 「1111」 を設定しておくが、 次回サインイン時に新規アカウントユーザに変更
させる



第13章　セキュリティ対策
　アカウント管理　

600

図13.2-3 「自社情報管理」 レイアウト

これを実現するスクリプト （「アカウント登録_演習用」） は、 次のスクリプトステップを使用します。

 • [アカウントを追加] スクリプトステップ

なお、 「アカウント停止」 ボタンにも同様の構造のスクリプトを割り当てることができます。 アカウントを停止する
場合は次のスクリプトステップを使用します。

 • [アカウントの有効化] スクリプトステップ

1  演習ファイルの 「自社情報管理」 レイアウトを確認します。

a. 管理者として演習ファイルを開きます。 管理者のアカウント名は 「Admin」、パスワードは 「1111」
です。

b. 「ホーム」 レイアウトで 「自社情報管理」 ボタンをクリックし、 「自社情報管理」 レイアウトに切り
替えます。 このとき、 「自社情報管理」 ボタンが表示されていることに注意してください。

c. 「自社情報管理」 レイアウトで、 レイアウトモードにします。
d. 「自社情報管理」 レイアウト右上の 「アカウント登録」 ボタン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。

e. 「アカウント登録」 セグメントに 「アカウント登録_演習用」 スクリプトが割り当てられていること
を確認します。

2  「アカウント登録_演習用」 スクリプトを編集します。
a. [ボタンバー設定] ダイアログでスクリプト名をクリックし、 [スクリプトを編集] ダイアログを表示し
ます。 [スクリプトワークスペース] を開いて表示しても構いません。
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b. コメント行 「アカウント名をカスタムダイアログで取得する」 の下に次のステップを入力します。
このステップは、 カスタムダイアログで新規アカウント名が入力されて 「はい」 ボタンがクリック
されるか、 「いいえ」 ボタンをクリックされるまで繰り返し処理をします。

# アカウント名をカスタムダイアログで取得する
変数を設定 [ $アカウント名 ; 値: "" ] 
Loop

         Exit Loop If [ Get ( 最終メッセージ選択 ) = 1 and not IsEmpty ( 
$アカウント名 ) ]

        カスタムダイアログを表示 [ "アカウント登録" ;
        "アカウント登録を実施しますか？¶実施する場合はアカウント名を入力してください" ;
        $アカウント名 ]

        If [ Get ( 最終メッセージ選択 ) = 2 ]
                現在のスクリプト終了 []
        End If

End Loop

カスタムダイアログのオプションは次のとおりです。

オプション 値

[一般] タブ

　　[タイトル] "アカウント登録"

　　[メッセージ] "アカウント登録を実施しますか？¶実施する場合はアカウ
ント名を入力してください"

　　デフォルトボタン "はい"とし、 [データを確定] はオン

　　ボタン 2 "いいえ"とし、 [データを確定] はオフ

　　ボタン 3 （設定なし）

[入力フィールド] タブ

　　[入力フィールド 1 を表示:] [指定...] ボタンをクリックして [変数] に 「$アカウント名」

　　[ラベル:] "新規アカウント名"

c. コメント行 「#アカウントを追加する」。 の下に次のステップを入力します。
このステップは、 エラー処理を開始し、 冒頭で記述した仕様でアカウント追加を実行します。
[アカウントを追加] スクリプトステップのオプションは、 図 13.2-4 のようにします。

# アカウントを追加する
エラー処理 [ オン ]
アカウントを追加 [ アカウント名: $アカウント名 ; パスワード: ******** ;
アクセス権セット : 営業ユーザ ; パスワードに有効期限を設定 ]
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図13.2-4 [アカウントを追加] スクリプトステップのオプション

d. コメント行 「# エラー処理」 の下に次のステップを入力します。
このステップは、 [アカウントを追加] スクリプトステップのエラーコードを取得し、 その内容に応じ
たカスタムダイアログを表示します。

# エラー処理
If [ Get ( 最終エラー ) ]
         カスタムダイアログを表示 [ "エラー" ; "アカウント登録でエラーが発生し

ました" ]
Else

         カスタムダイアログを表示 [ "アカウント登録終了" ; "アカウント登録が完
了しました" ]

End If

エラー処理 [ オフ ]

e. [スクリプトを編集] ダイアログの左下の [スクリプトを完全アクセス権で実行] にチェックを入れま
す。
[スクリプトワークスペース] で作業している場合は、 スクリプトパネルでスクリプト名の上で右ク
リックし、 ショートカットメニューから [完全アクセス権を付与] を選択します。 （13.3.2）

f. 完成したスクリプトが図 13.2-5 のようになっていることを確認し、 [OK] ボタンで [スクリプトを
編集] ダイアログを閉じます。

g. レイアウトを保存して、 ブラウズモードに切り替えます。
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図13.2-5 「アカウント登録_演習用」 スクリプト

3  「自社情報管理」 レイアウトの 「アカウント登録」 ボタンの動作を確認します。
a. 「アカウント登録」 ボタンをクリックして、 次のアカウントを登録します。

 • アカウント名：演習テスト
b. 「アカウント登録が完了しました」 のダイアログが表示されたら、 [セキュリティの管理] ダイアロ
グを開いて （[ファイル] メニュー > [管理] > [セキュリティ...]）、 「演習テスト」 アカウントが登
録されていることを確認します。 （図 13.2-6）
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図13.2-6 作成された新規アカウント 「演習テスト」

4  新規アカウントでログインして、 動作と表示を確認します。
a. 演習ファイルを閉じます。
b. 再度演習ファイルを開いて、 登録した新規アカウントで認証します。

 • アカウント名：演習テスト
 • パスワード ： 1111

c. [パスワード変更] ダイアログが表示されることを確認します。 （図 13.2-7）
新パスワードとして 「2222」 などわかりやすいものを入力します。

図13.2-7 [パスワード変更] ダイアログ

d. サインイン後に表示された 「ホーム」 レイアウトに、 「自社情報管理」 ボタンが表示されていな
いことを確認します。 （図 13.2-8）
なお、 「自社情報管理」 ボタンには、 [次の場合にオブジェクトを隠す] で次の計算式を設定して
おり、 アクセス権セットが 「営業ユーザ」 の場合には表示されないようになっています。

Get ( アカウントアクセス権セット名 ) = "営業ユーザ"



第13章　セキュリティ対策
　アカウント管理　

605

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

14章

e. レイアウトモードに切り替えられないようになっていることを確認します。 （図 13.2-8）
「営業ユーザ」 アクセス権セットは、 ユーザがレイアウトの変更ができないように設定されていま
す。 詳しくは、 13.3.2 節を参照してください。

図13.2-8 「営業ユーザ」 アクセス権セットのユーザの 「ホーム」 画面

演習終わり

アカウント登録用のスクリプト

演習 13-1 のスクリプトでは簡単なエラー処理だけをしていますが、 実際はもう少し検討が必要です。 例えば、 指定し
たアカウント名と同じアカウント名が既に登録されているかもしれません。
また、 アカウント登録時の初期パスワードは固定値をスクリプトに直接入力していますが、 ランダムな文字列にした方
がよりセキュリティが高まります。 この場合は、 設定したランダムな文字列をユーザ本人のみに伝えて、 さらに初回ログ
イン時にユーザに変更させるようにします。
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13.3 アクセス権セットの利用
FileMaker Pro では、 アカウント認証によりカスタム App ファイルへのアクセスを許可した後、 カスタム App 
へのアクセスレベルをアクセス権セットで規定します。
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、 1 つのファ
イルの中に必要な数のアクセス権セットを定義して運用します。 1 つのアクセス権セットは複数のアカウントに割り当
てることができます。
現在のアクセス権セットの名前を取得するには、 次の関数を使用します （9.4.14）。

 • Get ( アカウントアクセス権セット名 ) 関数
 • Get ( 現在のアクセス権セット名 ) 関数

13.3.1  デフォルトのアクセス権セット
新しく FileMaker Pro ファイル （カスタム App ファイル） を作成すると、 次の 3 つのアクセス権セットがあら
かじめ定義されています。 （図 13.3-1）

 • [完全アクセス]
 • [データ入力のみ]
 • [閲覧のみアクセス]

図13.3-1 デフォルトで定義されている 3 つのアクセス権セット

これらのデフォルトのアクセス権セットにはそれぞれ、 表 13.3-1 のような権限が設定されています。 これらの設
定は、 「拡張アクセス権」 （13.3.3） 以外は変更できません。
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表13.3-1 デフォルトのアクセス権セット

設定されている権限、 制約など

[完全アクセス]
 • FileMaker Pro ファイルのすべての要素に対するアクセスおよび変更が可能
 • 各 FileMaker Pro ファイルには、 FileMaker ファイルで認証される少なくとも 1 つの
アカウントに [完全アクセス] アクセス権セットが割り当てられている必要がある

[データ入力のみ]  • レコードの作成、 削除、 変更、 インポート、 エクスポートが可能
 • レイアウトモードなど開発機能にはアクセスできない

[閲覧のみアクセス]  • レイアウトとレコードの表示、 およびエクスポートが可能
 • レイアウトモードなど開発機能にはアクセスできない

13.3.2  カスタムアクセス権セットを作成する
ユーザに対するセキュリティ対策は、 アクセス権セットでの権限設定が基本です。 したがって、 アクセス権セット
は次のように運用します。

 • 1 つの役割に 1 アクセス権セットを作成する

デフォルトのアクセス権セット （13.3.1） だけでは運用できない場合は、 必要なアクセス権セット （カスタムアク
セス権セット） を作成して運用します。
カスタムアクセス権セットを作成する場合は、 次の内容を検討します。

 • どのデータを誰に対して秘密にするか （データの開示範囲）
 • どのデータを誰がどのように操作できるようにするか （データ操作権限の範囲）

例えば、 従業員の個人情報や給与情報、 患者の個人情報や病歴などは、 その情報を使って業務を遂行する必要
があるユーザの範囲にだけ開示されるべきです。 また、 誰がこれらの情報を作成、 編集、 削除、 出力 （印刷など）
できるかなども、 それぞれの操作ごとに十分検討する必要があります。
このような部門、 部署、 担当ごとの作業や権限の違いを、 アクセス権セットによって管理していきます。

[アクセス権セットの編集] ダイアログ
アクセス権セットの新規作成や編集などは [アクセス権セットの編集] ダイアログで実施します。
[アクセス権セットの編集] ダイアログは、 次の手順で表示します。

（1） [ファイル] メニューの [管理] から [セキュリティ...] を選択して [セキュリティ管理] ダイアログを表示します。
（2） [セキュリティ管理] ダイアログの左下の [詳細設定...] ボタンをクリックし、 [詳細セキュリティ設定] ダイアロ
グを表示します。

（3） 既存のアクセス権セットを編集、 複製、 削除するには、 アクセス権セット名を選択して対応するボタンをクリッ
クします。

（4） 新規にアクセス権セットを作成するには、 [新規...] ボタンをクリックして [アクセス権セットの編集] ダイアロ
グを表示します。 （図 13.3-2）
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[アクセス権セットの編集] ダイアログでは、 大きく分けて、 アクセス権セットの名前、 データアクセスとデザイン、
拡張アクセス権 （13.3.3）、 およびその他のアクセス権について設定することができます。 各項目は、 次のように
設定します。

図13.3-2 [アクセス権セットの編集] ダイアログ （新規作成時）

 • [アクセス権セットの名前]

アクセス権セットの名前を設定します。 ここで設定した名前が次の関数の結果となります。

 • Get ( アカウントアクセス権セット名 ) 関数

 • [データアクセスとデザイン]

[レコード ： ] カスタム App ファイル内のすべてのテーブルについて、 あるいは個別に、 表示、 編集、 作成、
削除の権限を設定します。

[レイアウト:] カスタム App ファイル内のすべてのレイアウトについて、 あるいは個別に、 表示、 作成、 変
更、 削除の権限を設定します。
ユーザに表示するレイアウトを制限すると、 スクリプトで利用しているレイアウトが表示できな
くなってエラーになることがあるので注意してください。

[値一覧:] カスタム App ファイル内のすべての値一覧について、 あるいは個別に、 アクセスなし、 表
示のみ、 変更可能の権限を設定します。

[スクリプト:] カスタム App ファイル内のすべてのスクリプトについて、 あるいは個別に、 アクセスなし、
実行のみ、 変更可能の権限を設定します。
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 • [拡張アクセス権]

クライアントから共有ファイルにアクセス可能かどうかと、 共有ファイルへのアクセス方法を設定します。

 • [その他のアクセス権]

印刷、 エクスポートなど、 情報を出力する権限を設定します。 機密情報を扱っているカスタム App では、 [オン] 
にする場合に注意が必要です｡

[印刷を許可] 印刷、 レコードの PDF ファイルへの保存などが可能になります。

[エクスポートを許可] レコードのエクスポート、 Excel ファイルへの保存、 FileMaker Pro 
ファイルからのレコードのインポートなどが可能になります。

[拡張アクセス権の管理] そのカスタム App ファイルの拡張アクセス権を設定することが可能
になります。 初期値は 「オフ」 です。

[完全アクセス権のないアカウントを管理] そのファイルに設定されているアクセス権セットの内容の確認や、 ア
カウントへのアクセス権セットの付与と変更が可能になります。 初期
値は 「オフ」 です。
この項目をオンにして [利用できるメニューコマンド] を 「すべて」
に設定すると、 [セキュリティの管理] ダイアログが表示できるように
なります。

[ユーザによるデータ入力警告の無視を 
許可]

データ入力やインポート時のフィールドの入力値の制限オプションに
よる警告を無視できます。 初期値は 「オフ」 です。

[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]

ログイン後、 何も作業指定ない状況が一定時間続くとサーバーとの
接続が解除されます。 接続解除までの時間はサーバー （FileMaker 
Server あるいは FileMaker Cloud） で設定します。 初期値は 「オ
ン」 です。

[ユーザによるパスワードの変更を許可] ユーザが一定期間以上同じパスワードを使い続けることを制限します。
[変更を要求する間隔] で日数を設定すると、 設定した日数が経過し
た後、 ユーザがファイルを開こうとしたとき [パスワード変更] ダイア
ログが表示されます。
また、 パスワードの最小文字数を指定することができます
（FileMaker ファイルアカウントのみ）。

[利用できるメニューコマンド:] [すべて]、 [編集のみ]、 [最小] から選択することができます。 実際に
メニューに表示される内容は、 [データアクセスとデザイン] で設定し
た内容によって変わります。
なお、 カスタムメニューセット （14.2） の設定内容が優先されます。
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スクリプトと完全アクセス権
スクリプトは個別に、 完全アクセス権 （13.3.1） で実行するように設定することができます。 完全アクセス権が設
定されたスクリプトを使うと、 スクリプト実行以外のアクセス権が制限されたユーザでも、 通常は実行できない処理
（レコードのエクスポートや削除など） ができるようになります。
スクリプトへの完全アクセス権の付与は、 次のいずれかの方法で設定します。

 • [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の上で右クリックし、 ショートカットメ
ニューから [完全アクセス権を付与] を選択
 • [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選択し、 [スクリプト] メニューの [完
全アクセス権を付与] を選択

完全アクセス権が付与されたスクリプトは、 [スクリプトワークスペース] 上でスクリプト名の右に人のアイコンが表
示されます。 （図 13.3-3）
なお、 完全アクセス権は設定したスクリプトにのみ有効で、 サブスクリプトを実行しても引き継がれません。

図13.3-3 完全アクセス権が設定されたスクリプトの表示

完全アクセス権が付与されたスクリプトの取り扱いには注意が必要です。 実行される処理を把握し、 しっかりと
テストすることが大切です。

演習 13-2  アクセス権セットの設定の違いを確認する

フォルダ：演習13_2から3 使用ファイル： 13_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カスタムアクセス権セットの設定の違いによるカスタム App の機能範囲の違いを確認します。
演習ファイルには、 次の 3 つのアカウントが設定されています。

アカウント名 パスワード アクセス権セット

Admin 1111 [完全アクセス] 

ユーザテスト 2222 営業ユーザ

管理テスト 3333 管理ユーザ

アカウント名 「ユーザテスト」 と 「管理テスト」 にはそれぞれ、 「営業ユーザ」、 「管理ユーザ」 というカスタムア
クセス権が割り当てられています。
図 13.3-4 は 「営業ユーザ」 の定義、 図 13.3-5 は 「管理ユーザ」 の定義です。 どちらも、 レイアウトは 「す
べて表示のみ」、スクリプトは 「すべて実行のみ可能」 に制限されています。 値一覧については、「営業ユーザ」 が 「す
べて表示のみ」 に設定されているのに対し、 「管理ユーザ」 は 「すべて変更可能」 に設定されています。
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図13.3-4 「営業ユーザ」 アクセス権セットの定義

図13.3-5 「管理ユーザ」 アクセス権セットの定義

演習ファイルの 「ホーム」 レイアウトの左上には、 アクセス権セット名とアカウント名が表示されるようになってい
ます。
また、 「ホーム」 レイアウトの 「自社情報管理」 ボタンには [次の場合にオブジェクトを隠す] オプションで次の
計算式を設定しており、 アクセス権セットが 「営業ユーザ」 の場合には表示されないようになっています。

Get ( アカウントアクセス権セット名 ) = "営業ユーザ"
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この演習では、 アクセス権セットによる設定の違いを確認します。

1  最初に、 「Admin」 アカウントでログインして演習ファイルの内容を確認します。

a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「Admin」 アカウント情報 （パスワード ：
1111） を入力します。

b. これまでの演習で見てきたとおり、 すべてのモードが選択でき、 管理メニューも表示されること
を確認します。

c. いったん演習ファイルを閉じます。

2  「ユーザテスト」 アカウント （「営業ユーザ」 アクセス権セット） でログインして演習ファイルの内容を確認
します。
a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「ユーザテスト」 アカウント （パスワード ：
2222） を入力します。

b. ホーム画面 （「ホーム」 レイアウト） に 「自社情報管理」 ボタンが表示されていないことを確認
します。

c. [ファイル] メニューの [管理] を表示して、 すべての項目がグレー表示されていることを確認しま
す。 （図 13.3-6）

d. 演習ファイルを閉じます。

図13.3-6 「営業ユーザ」 アクセス権セットの表示内容
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3  「管理テスト」 アカウント （「管理ユーザ」 アクセス権セット） でログインして演習ファイルの内容を確認し
ます。
a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「管理テスト」 アカウント （パスワード ：
3333） を入力します。

b. ホーム画面 （「ホーム」 レイアウト） に 「自社情報管理」 ボタンが表示されていることを確認します。
c. [ファイル] メニューの [管理] を表示して、 [値一覧...] を除く項目がグレー表示されていることを
確認します。 （図 13.3-7）

d. 演習ファイルを閉じます。

図13.3-7 「管理ユーザ」 アクセス権セットの表示内容

演習終わり
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演習 13-3  アクセス権セットの設定を変更する

フォルダ：演習13_2から3 使用ファイル： 13_見積作成管理.fmp12

この演習では、 演習 13-2 で確認したカスタムアクセス権セットの設定を変更し、 表示の違いを確認します。
演習 13-2 では、 カスタム App ファイル内のすべてのレコード （テーブル） に対してアクセス権を設定しました
が、 この演習ではテーブル単位、 あるいはフィールド単位にアクセス権を設定する方法を確認します。
具体的には次の 2 つの設定を確認します。

 • 「見積情報」 テーブルの内容を非表示にする （テーブルごとのアクセス権設定）
 • 「見積情報」 テーブルの 「件名」 フィールドのみを編集不可にする （フィールドごとのアクセス権設定）

1  「Admin」 アカウントで演習ファイルを開きます。

a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「Admin」 アカウント情報 （パスワード ：
1111） を入力します。

2  「営業ユーザ」 アクセス権セットに、 「見積情報」 テーブルの内容を非表示にする設定をします。
a. 「営業ユーザ」 アクセス権セットの [アクセス権セットの編集] ダイアログを開きます。
b. [データベースアクセスとデザイン] の [レコード:] のポップアップメニューから [カスタムアクセス
権...] を選択し、 [カスタムレコードアクセス権] ダイアログを開きます。 （図 13.3-8）

図13.3-8 [カスタムレコードアクセス権] ダイアログの表示
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c. テーブル名 「見積情報」 を選択し、 [表示] のポップアップメニューから [いいえ] を選択します。
（図 13.3-9）

図13.3-9 「見積情報」 テーブルを非表示に設定

d. [OK] ボタンで [カスタムレコードアクセス権] ダイアログを閉じます。
e. [アクセス権セットの編集] ダイアログの [データアクセスとデザイン] の [レコード:] が [カスタム
アクセス権...] になっていることを確認して、 [OK] ボタンでダイアログを閉じます。

f. [OK] で [セキュリティの管理] ダイアログを閉じます。
g. 演習ファイルを閉じます。

3  「営業ユーザ」 アクセス権セットによる動作を確認します。
a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「ユーザテスト」 アカウント （パスワード ：
2222） を入力します。

b. ホーム画面 （「ホーム」 レイアウト） の 「見積管理」 ボタンをクリックして 「見積リスト」 レイア
ウトに切り替えます。

c. 「見積リスト」 レイアウトにデータが表示されず、代わりに 「<アクセス権がありません>」 や 「?」
が表示されていることを確認します。 （図 13.3-10）

d. 演習ファイルを閉じます。
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図13.3-10 「見積情報」 テーブルのアクセス権がない場合の 「見積リスト」 レイアウト

4  「管理ユーザ」 アクセス権セットに、 「見積情報」 テーブルの 「件名」 フィールドが編集不可となる設定
をします。
a. 再度、 「Admin」 アカウント （パスワード ： 1111） でログインします。
b. 「管理ユーザ」 アクセス権セットの [アクセス権セットの編集] ダイアログを開きます。
c. [データベースアクセスとデザイン] の [レコード:] のポップアップメニューから [カスタムアクセス
権...] を選択し、 [カスタムレコードアクセス権] ダイアログを開きます。

d. テーブル名 「見積情報」 を選択し、[フィールドへのアクセス] のポップアップメニューから [制限...] 
を選択します。 （図 13.3-11）

図13.3-11 「見積情報」 テーブルのフィールドへのアクセスを制限する設定
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e. [カスタムフィールドアクセス権] ダイアログで 「件名」 フィールドを選択し、 [アクセス権:] の 「表
示のみ」 を選択します。 （図 13.3-12）

図13.3-12 「見積情報』 テーブルの 「件名」 フィールドへのアクセス権設定

f. [OK] ボタンで、 [カスタムフィールドアクセス権] ダイアログ、 [アクセス権セットの編集] ダイアロ
グ、 [詳細セキュリティ設定] ダイアログ、 [セキュリティの管理] ダイアログを閉じていきます。

g. 演習ファイルを閉じます。

5  「管理ユーザ」 アクセス権セットによる動作を確認します。
a. 演習ファイルをダブルクリックし、 認証ダイアログで 「管理テスト」 アカウント （パスワード ：
3333） を入力します。

b. ホーム画面 （「ホーム」 レイアウト） の 「見積管理」 ボタンをクリックして 「見積リスト」 レイア
ウトに切り替えます。

c. 「見積リスト」 レイアウトから任意のレコードの 「見積詳細」 レイアウトを表示します。
d. 「件名」 フィールドにカーソルを入れて編集 （文字入力など） しようとすると、 変更できない旨の
メッセージが表示されて編集できないことを確認します。 （図 13.3-13）
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図13.3-13 「件名」 フィールドにアクセス権 （編集） がない場合のメッセージ

演習終わり

13.3.3  拡張アクセス権を設定する
拡張アクセス権は、 共有ファイルにアクセス可能かどうかと、 共有ファイルへのアクセス方法を決めるもので、 ア
クセス権セットで管理します。
例えば、 カスタム App ファイルを共有している場合、 あるユーザがその共有ファイルを開くことができるかど
うかは [FileMaker ネットワークによるアクセス] 拡張アクセス権が設定されているかによって決まります。 また、
Web ブラウザから共有ファイルにアクセスできるかどうかは、 現在のアクセス権セットで [FileMaker WebDirect 
によるアクセス] 拡張アクセス権が設定されているかによって決まります。
つまり、 拡張アクセス権とは次のようなものです。

 • アクセス権セットで設定して、 共有ファイルへの利用可能な接続経路を限定する
 • 1 アクセス権セットに複数の拡張アクセス権を割り当てられる

現在のアカウントあるいは実行しているスクリプトの拡張アクセス権を調べるには、 次の関数を使います。 詳しく
は、 FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

 • Get ( アカウント拡張アクセス権 ) 関数
 • Get ( 現在の拡張アクセス権 ) 関数

デフォルトの拡張アクセス権
新しく作成された FileMaker Pro ファイルには 11 個のデフォルトの拡張アクセス権 （表 13.3-1） が定義され
ています。 表 13.3-1 の 「キーワード」 とは、 Get ( アカウント拡張アクセス権 ) 関数および Get ( 現在の拡張ア
クセス権 ) 関数が返すテキストです。
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表13.3-2 デフォルトの拡張アクセス権

キーワード 拡張アクセス権 アクセス権で許可する操作

fmwebdirect FileMaker WebDirect によるアクセス FileMaker WebDirect （12.2） で の 
Web ブラウザからのアクセス

fmxdbc ODBC / JDBC によるアクセス ODBC / JDBC データソースとしてのア
クセス

fmapp FileMaker ネットワークによるアクセス FileMaker Server または FileMaker 
Cloud で共有されるファイルを開く

fmreauthenticate10
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

再認証をせずに FileMaker Pro あるい
は FileMaker Go の使用を再開できる
最長時間を指定。デフォルトは 10 分です。

fmxml XML Web 公開でのアクセス - FMS 
のみ

XML Web 公開での Web ブラウザや
他のアプリケーションからのアクセス

fmphp PHP Web 公開でのアクセス - FMS の
み

PHP Web 公開での Web ブラウザや
他のアプリケーションからのアクセス

fmrest FileMaker Data API でのアクセス FileMaker Data API での Web サー
ビスからのアクセス

fmextscriptaccess Apple Event および ActiveX による 
FileMaker 操作の実行を許可

AppleScript または ActiveX による 
FileMaker スクリプトの実行

fmurlscript URL による FileMaker スクリプトの実
行を許可

URL またはショートカットを使用したスク
リプトの実行

fmodata OData でのアクセス OData 対応クライアントアプリケーショ
ンからのアクセス

fmplugin クロスファイルプラグインアクセスを検証 ソースファイルで呼び出されてターゲット
ファイルにアクセスするプラグイン

上記のうち、 [fmreauthenticate10] 拡張アクセス権は、 FileMaker Go の場合、 10 分間は FileMaker Go 
がバックグラウンド （フォアグラウンドで他のアプリを使用） 状態になっていても再ログインする必要がなく、 10 分
が過ぎると FileMaker Go を再開したときに再ログインが要求される、 ということになります （12.1.1）。 デフォル
ト値 「10 分」 は最長 10080 分 （1 週間） まで変更することが可能です。
拡張アクセス権は、 ユーザが新規に作成あるいは編集することもできます。 拡張アクセス権を作成または編集す
るには、 [詳細セキュリティ設定] ダイアログで [拡張アクセス権] タブを選択し、 [新規...] をクリックするか、 既存の
キーワードを選択して [編集...] をクリックして [拡張アクセス権の編集] ダイアログを表示します。 そして、 作成す
る拡張アクセス権のキーワードと説明、 新しい拡張アクセス権を割り当てるアクセス権セットを選択します。
上記 [fmreauthenticate10] のデフォルト値 「10」 を変更する場合は、 [拡張アクセス権の編集] ダイアログで
キーワード 「fmreauthenticateX」 の末尾の数字を編集します。 （図 13.3-14）
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図13.3-14 拡張アクセス権の編集 （[拡張アクセス権の編集] ダイアログ）

拡張アクセス権の設定
拡張アクセス権は、 アクセス権セットごとに [アクセス権セットの編集] ダイアログで設定します。 （図 13.3-15）

図13.3-15 拡張アクセス権の編集 （[拡張アクセス権の編集] ダイアログ）
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なお、 拡張アクセス権の設定を変更してもすぐには有効になりません。 次の操作によってセッションを終了した後、
次のセッションから有効になります。

 • FileMaker Pro や FileMaker Go を終了
 • カスタム App ファイルを閉じる
 • ログアウトする
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13.4 カスタム App ファイル間のセキュリティ
カスタム App ファイルでは、 他の FileMaker Pro ファイルや ODBC データソースを外部データソースとして
利用することができます。 外部データソースのテーブルは、 リレーションシップグラフ上で通常の TO と同様に取り
扱うことができます。
さらに、 外部データソースとして利用する FileMaker Pro ファイルとの間のセキュリティも設定することができます。

13.4.1  外部データソースを設定する
外部データソースを設定するには、 次のように操作します。

（1） [ファイル] メニューの [管理] から [外部データソース...] を選択し、 [外部データソースの管理] ダイアログを
開きます。

（2） 新規に作成する場合は、 [新規...] ボタンをクリックして [データベースの編集] ダイアログを表示します。
（3） データソースの名前を入力します。
（4） データソースの[タイプ:]として [FileMaker ] （FileMaker データソースの場合） あるいは [ODBC] （ODBC 
データソースの場合） を選択し、 それぞれの設定項目を入力します。 （図 13.4-1）

図13.4-1 外部データソースの設定

[データベースの管理] ダイアログの [リレーションシップ] タブの [テーブルの追加] ボタンから直接、 外部データ
ソースの指定と利用するテーブル （TO） の追加をすることもできます。 演習 13-4 では、 この方法で FileMaker 
Pro ファイルを外部データソースとして設定する方法を確認します。



第13章　セキュリティ対策
　カスタム App ファイル間のセキュリティ　

623

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

14章

13.4.2  外部データソースからのアクセスを制限する
FileMaker Pro ファイル間のセキュリティを設定することができます。 これは、 カスタム App のデータベースに
他の FileMaker Pro ファイルからアクセスする際に認証を要求するかどうかを管理するものです。
外部からアクセスされる際に、 その FileMaker Pro ファイルの [完全アクセス] アクセス権セット （13.3.1） の
アカウントでログインしなければならない、 という制限を設定することができます。 これは、 [詳細セキュリティ設定] 
ダイアログの [ファイルアクセス] タブで設定します。 （図 13.4-2）

図13.4-2 ファイルアクセスの制限 （[詳細セキュリティ設定] ダイアログの [ファイルアクセス] タブ）

[このファイルへの参照の使用に完全アクセス権を要求する] オプションのチェックがオンの場合には、 このカスタ
ム App ファイルは 「保護されたファイル （保護ファイル）」 となり、 別のファイルからアクセスする際に認証が必要
になります。 未認証のファイルからは [ファイルを開く] スクリプトステップを使用して保護されたファイルを開くこと
はできません。 このオプションは、 デフォルトでオンになっています。
なお、 新規に FileMaker Pro ファイルを作成したときには、 そのファイル自身の認証 （自己認証） が含まれま
す。 図 13.4-2 では、 「名称未設定」 という名前のカスタム App ファイルが自己認証されていることがわかります。
これによって、 カスタム App ファイルは、 コピーしたファイルまたはクローンファイルと相互に連携できる状態にな
ります。 この状態が望ましくなければ、 自己認証を解除します。

認証の解除
[詳細セキュリティ設定] ダイアログの [ファイルアクセス] タブでファイルを選択し、 [認証を解除...] をクリックす
ると、 そのファイルの認証が解除されます。 解除後にそのファイルから再度アクセスしようとすると、 メッセージが
表示されて認証を実行する必要があります。
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ファイルの識別子 （固有 ID） とリセット
認証されたファイルには英数字による固有の識別子 （固有 

ID） が割り当てられています。 認証されたファイルの名前が
変更されたり複製されたりした場合でも、 この識別子によっ
て確実に安全な状態を維持できます。 認証されたファイルを
同じ名前でまったく別のファイルと差し替えようとしてもでき
ません。
なお、 保護ファイルを複製した場合はどちらも同じ識別子
になり、 識別子が重複します。 両方のファイルを同時に外部
データソースとして使う場合にはどちらか一方のファイルの識
別子をリセットし、 重複がないようにする必要があります。
ファイルの識別子をリセットするには、 [詳細セキュリティ設
定] ダイアログの [ファイルアクセス] タブの [すべてをリセッ
ト...] ボタンをクリックし、 表示された確認ダイアログ （図 
13.4-3） で 「はい」 をクリックします。
リセット後は、 そのファイルに認証されているすべてのファ
イルの再認証と、 リセットされたファイルが認証されていた他
の保護ファイルへの再認証が必要です。

図13.4-3 ファイルの固有 ID リセット時の確認メッセージ

演習 13-4  外部データソース （FileMaker Pro ファイル） を設定する

フォルダ：演習13_4 使用ファイル：  13_見積作成管理.fmp12 
13_目録.fmp12 
13_会議.fmp12

この演習では、 FileMaker Pro ファイルを外部データソースとして使用する方法を確認します。
演習用の FileMaker Pro ファイルは、 「見積作成管理」、 「目録」、 「会議」 の 3 つが用意されています。
このうち、 「目録」 ファイルは [このファイルへの参照の使用に完全アクセス権を要求する] のオプションがオフに
設定されている一方で、 「会議」 ファイルはオンに設定されて 「保護されたファイル」 になっています。
演習では、 「見積作成管理」 ファイルにおいて 「目録」 および 「会議」 ファイルを外部データソースとして設定し、
さらに保護されたファイルである 「会議」 ファイルからのアクセスを確認します。
なお、 「目録」 と 「会議」 のファイルにはそれぞれ、 [完全アクセス] アクセス権セットが割り当てられた次のアカ
ウントが登録されています。

 • アカウント名: Claris　（パスワード: claris）
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1  「目録」 ファイルを外部データソースとして設定します。

a. 「Admin」 （パスワード ： 1111） アカウントで演習ファイル 「見積作成管理」 を開きます。
b. [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。
c. 左下の [テーブルを追加] ボタンをクリックして [テーブルを指定] ダイアログを表示します。
d. [データソース:] のポップアップメニューから [FileMaker データソースの追加...] を選択します。
（図 13.4-4）

図13.4-4 [データベースの管理] ダイアログから外部データソースを追加

e. ファイルを選択するダイアログで 「目録」 ファイルを選択し、[開く] をクリックします。 （「目録」 ファ
イルは、 本演習ファイルが置かれているフォルダから選択してください。）

f. 表示された [テーブルを指定] ダイアログで 「製品」 テーブルを選択し、 [名前] に 「外部データ
ソース製品」 と入力して [OK] をクリックします。
なお、 13.4.1 節の方法で既に外部データソースが設定されている場合は [テーブルを指定] ダイ
アログのポップアップメニューに外部データソース名が表示されるので、 それを選択します。 （図 
13.4-5）
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図13.4-5 [テーブルを指定] ダイアログで外部データソースのテーブルを選択

g. リレーションシップグラフに 「外部データソース製品」 TO が追加されていることを確認します。
外部データソースの TO 名は斜体で表示されています。 （図 13.4-6）

図13.4-6 リレーションシップグラフに追加された外部データソースの TO

h. [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  追加された外部データソースを確認します。
a. [ファイル] メニューの [管理] から [外部データソース...] を選択し [外部データソースの管理] ダ
イアログを表示します。
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b. 「目録」 ファイルが外部データソースに登録されていることを確認します。 （図 13.4-7）

図13.4-7 追加された外部データソース

c. [キャンセル] をクリックして [外部データソースの管理] ダイアログを閉じます。
d. [ウインドウ] メニューの [ウインドウの表示] を選択すると図 13.4-8 のようにメニューが表示さ
れることを確認します。 これは、 「見積作成管理」 ファイルから 「目録」 ファイルが参照されて
いるためです。

e. 「見積作成管理」 ファイルを閉じます。
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f. 参照されていた 「目録」 ファイルも同時に閉じるので、 [ウインドウ] メニューを選択しても図 
13.4-8 のような表示にならないことを確認します。

図13.4-8 外部データソースを参照しているときの [ウインドウ] メニュー

3  同様に、 「会議」 ファイル （保護ファイル） を外部データソースとして設定します。
a. 「Admin」 （パスワード ： 1111） アカウントで演習ファイル 「見積作成管理」 を開きます。
b. [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 [テーブルを追加] ボタンをク
リックして [テーブルを指定] ダイアログを表示します。

c. [データソース:] のポップアップメニューから [FileMaker データソースの追加...] を選択し、 ファ
イルを選択するダイアログで 「会議」 ファイルを選択し、 [開く] をクリックします。 （「会議」 ファ
イルは、 本演習ファイルが置かれているフォルダから選択してください。）

d. 「目録」 ファイルの時とは異なり、 図 13.4-9 のような確認ダイアログが表示されることを確認
します。 これは 「会議」 ファイルが保護されたファイルだからです。

図13.4-9 保護されたファイルを外部データソースとして指定したときの確認ダイアログ
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e. 確認ダイアログで [はい] をクリックすると [テーブルを指定] ダイアログが表示されるので、 「会
議」 テーブルを選択し、 名前を 「ファイルアクセス会議」 とします。

f. [OK] をクリックした後、 リレーションシップグラフに 「ファイルアクセス会議」 TO が追加されて
いることを確認します。 （図 13.4-10）

図13.4-10 リレーションシップグラフに追加された外部データソース （保護されたファイル） の TO

g. [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。

4  追加された外部データソース （保護されたファイル） を確認します。
a. 「目録」 ファイルと同様に、 [外部データソースの管理] ダイアログ上に 「会議」 ファイルが表示さ
れていることを確認します。

b. 「見積作成管理」 ファイルの [詳細セキュリティ設定] ダイアログを表示します。
c. [ファイルアクセス] タブを開き、 自己認証以外に認証しているファイルがないことを確認します。
（図 13.4-11）
これは、 「見積作成管理」 ファイルの方が 「会議」 ファイルに認証された側だからです。
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d. [詳細セキュリティ設定] ダイアログを閉じます。

図13.4-11 「見積作成管理」 ファイルの [ファイルアクセス]

5  「会議」 ファイルのセキュリティ設定を確認します。
a. 「見積作成管理」 ファイルを開いている状態で、 [ウインドウ] メニューの [ウインドウを表示] から
「（会議）」 を選択します。

b. 「会議」 ファイルが表示されることを確認します。
c. 「会議」 ファイルの [詳細セキュリティ設定] ダイアログを表示します。
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d. [ファイルアクセス] タブを開き、 自己認証以外に 「見積作成管理」 ファイルを認証していること
を確認します。 （図 13.4-12）

図13.4-12 「会議」 ファイルの [ファイルアクセス]

e. [詳細セキュリティ設定] ダイアログを閉じます。

演習終わり

[詳細セキュリティ設定] ダイアログで認証する

演習 13-4 では外部データソースを設定する際に認証をしましたが、 別途ファイルの認証だけを行うことも可能です。
この場合は、 [詳細セキュリティ設定] ダイアログの [ファイルアクセス] タブの [認証...] をクリックして、 認証するファイル
を選択します。
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13.5 カスタム App ファイルのセキュリティ
機密性の高いデータをカスタム App で取り扱う場合には、 ネットワーク、 あるいはサーバーやクライアントのハー
ドウェアへの外部から、 あるいは想定していない内部からのアクセスについての対策が必要です。 その上で残念な
がらアクセスされてしまった場合を想定して、 次のような対策をしておくことができます。

 • カスタム App ファイルの暗号化
 • 一覧上でのカスタム App の表示 / 非表示

13.5.1  カスタム App ファイルの暗号化
ハードウェアにアクセスされてしまう事態が起きてしまった場合、 悪意のある人はアカウントがわからなくても他
の方法でファイルのデータを読み取ることができるかもしれません。
そのような場合の対策として、 カスタム App ファイルを暗号化することができます。 暗号化する際に指定する暗

号化パスワードを知らない人は、 ファイルを読み取ることができなくなります。
暗号化されたファイルは、 必要に応じて復号することができます。

暗号化ファイルの使用
FileMaker 製品は暗号化されたファイルを読み書きすることができます。
FileMaker Pro および FileMaker Go で暗号化されているファイルを開こうとすると、 まず暗号化パスワード
の入力を求められます。 正しい暗号化パスワードが入力されると、 通常のアカウント認証が行われます。
FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud でホストされている場合は、 展開時に暗号化パスワードを入
力して保存することが可能です。 この後、 クライアント側では暗号化パスワードを入力することなく、 カスタム App 
を利用することができます。
なお、 暗号化は、 指定したファイルのコピーに対して行われます。 つまり、 カスタム App ファイルを暗号化すると、
ファイルのバックアップが暗号化された状態で作成できることになります。

暗号化パスワードの管理
暗号化パスワードは修復 （リセット） することはできません。 暗号化パスワードは忘れないように、 必要に応じて
メモして安全な場所に保管してください。 この暗号化パスワードを紛失したり忘れたりすると、 ファイルにアクセス
することはできなくなります。
暗号化して安心していても、 暗号化パスワードをテキストファイルなどいつでも簡単に読み取れる状態で暗号化
されたファイルと一緒に保存していてもまったく意味はありません。 暗号化パスワードの情報は、 物理的に別の場
所に保管するようにしてください （例えば、 書き留めて鍵のかかる場所に保管する、 など）。

ファイル暗号化の方法
カスタム App ファイルの暗号化には、 Developer ユーティリティを使用します。 Developer ユーティリティを
使用するには、 [環境設定] ダイアログの [一般] タブで [高度なツールを使用する] がオンになっている必要があり
ます。
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Developer ユーティリティでは、 次の操作ができます。

 • FileMaker Pro ファイルを暗号化する
 • 暗号化された FileMaker Pro ファイルを復号する
 • 暗号化された FileMaker Pro ファイルの暗号化パスワードを変更する

図13.5-1 Developer ユーティリティ

なお、 FileMaker Cloud で共有するファイルは暗号化されている必要があります。 暗号化されてないファイル
を FileMaker Cloud にアップロードすると、 FileMaker Cloud で自動的に暗号化されます。

演習 13-5  カスタム App ファイルを暗号化する

フォルダ：演習13_5 使用ファイル： 13_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カスタム App ファイルを暗号化する方法と暗号化されたファイルを開く方法を確認します。
なお、 演習ファイルに定義されている [完全アクセス] アクセス権セットが割り当てられているアカウントは、 次の
とおりです。

 • アカウント名: Admin　（パスワード: 1111）
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1  暗号化するすべての FileMaker Pro ファイル （ここでは演習ファイル） を閉じます。

2  Developer ユーティリティを開きます。
a. [ツール] メニューの [Developer ユーティリティ...] を選択します。
[ツール] メニューが表示されていない場合は、 [環境設定] ダイアログの [一般] タブで [高度な
ツールを使用する] がオンになっているか確認してください。

3  Developer ユーティリティで演習ファイルを暗号化します。
a. [追加...] ボタンをクリックして暗号化する演習ファイルを選択し、 [追加] をクリックします。
b. [プロジェクトフォルダ] の [指定...] をクリックし、 暗号化後のファイルを保存する場所を選択し
ます。 ここでは、 「演習13_5」 フォルダ中の 「暗号化ファイル」 フォルダを選択します。

c. 暗号化されたファイルの名前を変更するには [ファイルの名前変更:] にファイル名を入力して [変
更] をクリックします。

d. [ソリューションオプション] の [指定...] をクリックします。
e. [ソリューションオプションの指定] ダイアログで [データベース暗号化を有効にする （ファイルの
再暗号化） ] を選択します （この選択と同時に [処理エラーのエラーログの作成] も自動的に選
択されます）。

f. [共有 ID:] はデフォルト （タイムスタンプ） のままにしておきます。
g. [FileMaker アカウント:] の [指定...] をクリックして、 演習ファイルの完全アクセス権限のあるア
カウント情報 （アカウント名： Admin、 パスワード ： 1111） を入力して [サインイン] をクリック
します。

h. [暗号化パスワード:] の [指定...] をクリックし、 [データベース暗号化パスワード] ダイアログで暗
号化パスワードを入力します。
ここでは 「Claris FileMaker Pro」 と入力してください （暗号化パスワードでは、 大文字と小
文字が区別されます）。 （図 13.5-2）
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図13.5-2 [データベース暗号化パスワード] ダイアログ

i. [OK] で [ソリューションオプションの指定] ダイアログを閉じます。 （図 13.5-3）

図13.5-3 設定後の [ソリューションオプションの指定] ダイアログ
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j. Developer ユーティリティで [作成] ボタンをクリックします。
k. 演習ファイルがあるフォルダ中の 「暗号化ファイル」 フォルダの中に 「13_見積作成管理_暗号
化.fmp12」 ファイルとログファイル （Logfile.txt） が作成されていることを確認します。

l. ログファイルに 「ファイルが正常に暗号化 / 複合化されました。」 と記載されていることを確認
します。

4  暗号化されたカスタム App ファイルを開きます。
a. 「13_見積作成管理_暗号化.fmp12」 ファイルをダブルクリックします。
b. 暗号化パスワードの入力を要求するダイアログが表示されることを確認します。 （図 13.5-4）

図13.5-4 暗号化パスワードを要求するダイアログ

c. 正しい暗号化パスワード （「Claris FileMaker Pro」） を入力後、 通常のアカウント認証ダイア
ログが表示されることを確認します。 （図 13.5-5）

図13.5-5 暗号化パスワード入力後に表示される通常の認証ダイアログ

d. アカウント情報を入力して、 通常通りカスタム App ファイルが開かれることを確認します。

演習終わり
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13.5.2  カスタム App ファイルの表示 / 非表示
サーバーで共有しているカスタム App は通常、 [ホスト] ダイアログ （[ファイル] メニューの [ホスト] から [ホス
トを表示...] を選択） で一覧することができます。 しかし、 一覧表示を見たユーザが 「何のファイルだろう？」 と興
味を持って開いてしまう場合もあります。 些細なことではありますが、 カスタム App ファイルの存在を知られない
ようにすることもセキュリティ対策として有効です。
サーバーで共有されているときでも [ホスト] ダイアログにファイルアイコンを表示するかどうか、 設定することが
できます。 これは、 ファイルごとに設定します。
ネットワーク上のすべてのユーザの [ホスト] ダイアログにカスタム App ファイルを表示しないようにするには、

[FileMaker ネットワーク設定] ダイアログで [ホストのファイル一覧に表示しない] オプションをチェックします。（図 
13.5-6）

図13.5-6 [FileMaker ネットワーク設定] ダイアログの [ホストのファイル一覧に表示しない] 設定

[FileMaker ネットワーク設定] ダイアログは、 [ファイル] メニューの [共有設定] で [FileMaker クライアントと
共有] を選択すると表示されます。
図 13.5-6 ではホストのファイル一覧に表示しない設定と共に、 アクセス権セットによってファイルにアクセスで
きるユーザを限定しています。 この設定は、 [アクセス権セットによってユーザを指定] オプションの横の [指定...] ボ
タンからカスタマイズすることができます （図 13.5-7）。
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図13.5-7 [アクセス権セットによってユーザを指定] ダイアログ

ファイル一覧に表示しないファイルのアクセス方法
[ホストのファイル一覧に表示しない] のチェックをオンにすると、 文字通り、 [ホスト] ダイアログに表示されなく
なります。
このようなファイルを開くには、 ネットワークファイルパスを使います。 ネットワークファイルパスとは、 共有され
ている FileMaker Pro ファイルを指定するためのパス表記で、 次の形式です。

fmnet:/ （ホスト名またはサーバーの IP アドレス)/ファイル名

クライアントからネットワークパスを使用して共有ファイルを開くには、 次のように操作します。

（1） [ファイル] メニューの [ホスト] から [ホストを表示...] を選択し、 [ホスト] ダイアログを表示
（2） [ホスト] ダイアログの右上の書類アイコンをクリック
（3） 表示されたダイアログの [ネットワークワークファイルパス:] に共有ファイルのネットワークファイルパスを入力
（図 13.5-8）

図13.5-8 ネットワークファイルパスを使って共有ファイルを開く
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FileMaker WebDirect の設定
FileMaker WebDirect （12.2） を使って Web ブラウザでアクセスする場合も、 ホストのファイル一覧に表示
しない設定が用意されています。
FileMaker WebDirect の場合は、 [FileMaker WebDirect 設定] ダイアログで [ホストのファイル一覧に表
示しない] オプションを選択します。 [FileMaker WebDirect 設定] ダイアログは、 [ファイル] メニューの [共有設
定] から [FileMaker WebDirect の構成...] を選択して表示します。
図 13.5-9 ではホストのファイル一覧に表示しない設定と共に、 アクセス権セットによってファイルにアクセスで
きるユーザを限定しています。 この設定は、 [FileMaker ネットワーク設定] ダイアログと同様、 [アクセス権セットに
よってユーザを指定] の横の [指定...] ボタンからカスタマイズすることができます。

図13.5-9 [FileMaker WebDirect 設定] ダイアログ
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第14章 カスタム App の改良

要件定義で挙げられている機能以外に、 いろいろな立場のユーザがカスタム App を使っていく上で必要な機能
があります。
最後に、 開発者だけでなく、 通常のユーザがシステムを使う場面、 管理者がシステムを使う場面を想像しながら、
カスタム App をブラッシュアップしていきましょう。

14.1 ステータスツールバーの表示 / 非表示
ブラウズモードのステータスツールバーは開発者がカスタム App を作成している間は表示していますが、 運用開
始後も表示したままにしておくかどうかについては検討が必要です。
カスタム App でスクリプトやそれを実行するボタンを用意せず、 ユーザは標準のコマンドだけを使ってカスタム 
App を操作する前提であれば、 ステータスツールバーはそのまま表示しておきます。
カスタム App の機能をレイアウト上のボタンで実現し、 ユーザにそのボタンを使ってほしいのであれば、 ステー
タスツールバーを非表示にすることをお勧めします。 なぜなら、 レイアウト上のボタンとステータスツールバーのボ
タンという 2 種類の操作方法をユーザに見せておくよりも、 一つに絞った方が操作に迷わず、 わかりやすくなるか
らです。
また、 上記のような状況でステータスツールバーを表示したままにしておくと、 想定外のことが起きるかもしれま
せん。 例えば、 レイアウト上に 「見積レコード削除」 ボタンが配置されていて、 そのボタンに割り当てられている
スクリプトにレコード削除以外の処理 （例えば、 「見積結果」 フィールドに対する条件判定後にレコード削除） を含
んでいる場合を考えてください。 このボタンとステータスツールバーの 「レコード削除」 ボタンが表示されていると、
ユーザはステータスツールバーの方をクリックしてしまうかもしれません。 そうすると、 ボタンのスクリプトに入って
いる条件判定は機能せず、 その結果、 削除してはいけないレコードが削除されてしまうことになるかもしれません。

ステータスバーの非表示とカスタマイズ
ステータスツールバーは [表示] メニューの [ステータスツールバー] を選択すると、 表示 / 非表示を切り替える
ことができます （図 14.1-1）。
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図14.1-1 ステータスツールバーの表示 / 非表示

また、 [表示] メニューの [ステータスツールバーのカスタマイズ...] を選択すると、 ボタンの追加、 削除、 アイコ
ンあるいはテキストの表示 / 非表示などのカスタマイズをすることができます。 （図 14.1-2）

図14.1-2 ステータスツールバーのカスタマイズ

ステータスツールバーはモードごとにカスタマイズでき、 ステータスツールバーに加えた変更は他のカスタム App 
を開いたときにも適用されます。 ユーザが使用する FileMaker Pro クライアントの数が限られていて、 ユーザが使
用する FileMaker Pro の機能も限定できるときには、 ステータスツールバーをカスタマイズしておくことも有効です。
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14.2 カスタムメニューの利用
ステータスツールバー （14.1） と同様に、 ユーザがメニューバーからどのような操作を実行しても良いかを考え
ます。 ステータスツールバーだけを隠しても、 メニューから操作できてしまったら台無しです。
FileMaker Pro の標準のメニューをカスタムメニューで置き換えることによって、 ユーザが利用可能なコマンドを
制御することができます。
カスタム App でカスタムメニューを使用することで、 ユーザが操作しやすく、 かつ、 誤操作を防ぐような設定を
することが可能です。 例えば、 エンドユーザが次の操作をできないようにすることができます。

 • 全レコード削除
 • ウインドウを閉じる
 • フィールド内容の全置換

ただし、 編集や印刷などの基本的なメニューまで非表示にすることは、 ユーザが不便に感じることがあるのでお
勧めしません。 カスタムメニューを使用する際は、 ユーザの役割 （できる作業の範囲）、 ユーザが利用できるレイ
アウト上のボタンの機能、 ユーザが実行可能なスクリプトなどとの組み合わせを考慮しながら綿密に設計し、 作成、
テストすることが大切です。
なお、 FileMaker WebDirect （12.2） はカスタムメニューに対応していません。
カスタムメニューの他に、 [アクセス権セットの編集] ダイアログの [利用できるメニューコマンド:] で [編集のみ] 
あるいは [最小] を選択することによってメニューコマンドを制限することもできます （13.3.2）。

14.2.1  標準メニューとカスタムメニュー
FileMaker Pro のメニューバーに通常表示されている標準メニューは、 複数のメニュー項目 （メニューコマンド）
がグループ化され、 階層化されて表示されています。 （図 14.2-1）
メニューバーに表示されているメニュー項目の集合をメニューセットと呼びます。
カスタムメニュー項目は、 標準メニューに対して次のような加工をして定義することができます。

 • 標準のメニュー名、 メニュー項目 （メニューコマンド） 名を変更する
 • メニュー項目を削除する
 • メニュー項目にスクリプトを割り当てる
 • メニュー項目のキーボードショートカットを変更する
 • 新しいメニュー、 メニュー項目を作成する
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図14.2-1 FileMaker Pro の標準メニュー （macOS）

定義したカスタムメニューは、 カスタム App ファイル、 レイアウト、 モード、 あるいはクライアントの OS に応じ
て変更するように設定することができます。 また、 スクリプトでメニューセットを変更することも可能です。

FileMaker Go でのカスタムメニューの表示
カスタムメニューとカスタムメニューセットを使用する場合は、 クライアント OS によって表示が異なることがある
ので、 すべてのクライアント OS で動作をテストする必要があります。
例えば FileMaker Go では、 FileMaker Pro の場合と次のように表示が異なります。

 • カスタムメニューから削除した内容は、 非表示ではなく無効になる （選択できない）
 • [クリック検索] や [レコード終了] など、 カスタムメニューのメニュー項目で置き換えられないものが
ある
 • メニュー項目名を変更する場合、 「&」 （アンパサンド） は表示されない
 • FileMaker Go で利用できないカスタムメニューやメニューコマンドは無視される
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14.2.2  カスタムメニューを作成する
カスタムメニューとカスタムメニューセットは、[カスタムメニューの管理] ダイアログ （[ファイル] メニューの [管理] 
で [カスタムメニュー...] を選択） で作成または編集します。 新しいカスタムメニューセットを定義するときの大きな
流れは、 次のとおりです。

（1） 新しいカスタムメニューを作成する
（2） 作成したカスタムメニューの名前やメニュー項目などをカスタマイズする
（3） 新しいカスタムメニューセットを作成する
（4） 作成したカスタムメニューセットにメニューを割り当てる

図14.2-2 [カスタムメニューの管理] ダイアログ

なお、 カスタムメニューとカスタムメニューセットは、 [環境設定] ダイアログの [一般] タブで [高度なツールを使
用する] オプションがオンになっている場合に定義 ・ 作成することができます。
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カスタムメニューとメニュー項目の作成と編集
カスタムメニューは、[カスタムメニューの編集] ダイアログで、空のメニューから作成するか、あるいは標準メニュー
のコピーを編集して作成します。
図 14.2-3 は、 標準メニュー （macOS） の [FileMaker Pro] メニューをコピーした場合の [カスタムメニュー
の編集] ダイアログの例です （演習 14-1 参照）。
[メニュータイトル:] はメニューバーに表示する名前です。 変更するには [タイトルを変更:] を選択して名前を入力
します。 計算式やグローバル変数を使って動的に変更することも可能です。 なお、 [FileMaker Pro] と [ヘルプ] 
メニューの名前は変更できないため、 図 14.2-3 では [タイトルを変更:] はグレー表示されています。
[インストールの条件:] には、論理値を返す計算式 （論理式） を指定して、条件に合致した場合のみ、このメニュー
をインストール （表示） するように制御することができます。 図 14.2-3 の例では、次の論理式が指定されています。

If ( Abs ( Get ( システムプラットフォーム ) ) <> 2 ; 1 ; 0 )

Get ( システムプラットフォーム ) 関数 （9.4.14） は、 現在のプラットフォームが Windows の場合に 「-2」
を返します。 したがって、 上記論理式は現在のプラットフォームが Windows ではないときに真 （True） になる
ので、 このメニュー （[FileMaker Pro]） は プラットフォームが Windows ではないときに表示されることになり
ます。

図14.2-3 [カスタムメニューの編集] ダイアログ （[FileMaker Pro] メニューのコピー）

一方、 図 14.2-4 は、 標準メニューの [ファイル] メニューをコピーして作成した場合です。 [FileMaker Pro ] 
メニューの場合 （図 14.2-3） とは違って、[タイトルを変更:] が選択でき、また、[インストールの条件:] も 「１」 （常
に表示） となっています。
ダイアログの左下の [メニュー項目:] には標準メニューでいつも使っているメニュー項目が並んでいます。 これら
をベースに、 ダイアログ右側で新しくメニュー項目を作成したり、 既存のメニュー項目を複製してカスタマイズしたり、
削除したりすることができます。
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図14.2-4 [カスタムメニューの編集] ダイアログ （[ファイル] メニューのコピー）

メニュー項目の横に 「（サブメニュー）」 と表示があるもの （例えば、 [管理] など） は、 さらに下のメニュー階層
があることを示しています。 このサブメニューの中のメニュー項目もカスタマイズすることができます。
図 14.2-4 では [メニュー項目:] で [開く...] メニューを選択しています。ダイアログの右側には [開く...] メニュー
項目に対して、 動作やインストールの条件など、 細かく設定できることがわかります。
このうち、 [既存のコマンドを使用:] オプションの右にある [指定...] から [FileMaker コマンドの指定] ダイアログ
を表示して、 FileMaker Pro に用意されている別のコマンドを割り当てて実行するようにもできます。 （図 14.2-5）。

図14.2-5 [FileMaker コマンドの指定] ダイアログ
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ただし、 [既存のコマンドを使用:] でコマンドを変更すると、 そのメニューが含まれているすべてのメニューセット
（ステータスツールバーやショートカットメニューなどを含む） のメニューが変更されるので、 この設定は十分にテス
トしてください。
[動作の変更:] の [処理:] オプションをチェックすると、 ユーザがメニュー項目を選択したときに実行するスクリプ
トまたはスクリプトステップを指定することができます。 スクリプトを指定すると、 そのメニュー項目の動作がスクリプ
トの動作で上書きされます。 この設定もやはり十分にテストしてください。

演習 14-1  カスタムメニューセットを作成する

フォルダ：演習14_1 使用ファイル： 14_見積作成管理.fmp12

この演習では、 カスタムメニューセットを作成する方法を確認します。
ここではまず標準メニューをコピーしてカスタムメニューとします。 そして、 カスタムメニューからカスタムメニュー
セット 「ユーザ用メニュー （演習）」 を作成します。
その後、 標準メニューを追加し、 メニュー項目の並び順を変更して、 見え方を確認します。

1  [カスタムメニューの管理] ダイアログを開きます。

a. 演習ファイルを開きます。 （アカウント名： Admin、 パスワード ： 1111）
b. [ファイル] メニューの [管理] から [カスタムメニュー...] を選択し、 [カスタムメニューの管理] ダ
イアログを表示します。

2  新しいカスタムメニューを作成します。
a. [カスタムメニューの管理] ダイアログの [カスタムメニュー] タブを表示します。 （図 14.2-6）

図14.2-6 [カスタムメニューの管理] ダイアログの [カスタムメニュー] タブ
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b. [作成...] ボタンをクリックして [カスタムメニューの作成] ダイアログを表示します。
c. [FileMaker の標準メニューから作成する] を選択したまま、 一覧から [FileMaker Pro] を選
択して [OK] をクリックします。 （図 14.2-7）

図14.2-7 [カスタムメニューの作成] ダイアログ

d. [カスタムメニューの編集] ダイアログが表示され、 [メニュー名:] が 「FileMaker Pro コピー」
になっていることを確認します。 （図 14.2-8）
これは、 標準メニューの [FileMaker Pro] メニューがコピーされたものです （14.2.2）。

e. ここでは何も変更せず、 [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。
f. 同様に、 [カスタムメニューの作成] ダイアログ （図 14.2-7） の一覧に表示されているすべての
メニュー （全 8 個） に対して標準メニューをコピーしたメニューを作成します。 （図 14.2-8）

図14.2-8 標準メニューからコピーしたカスタムメニュー



第14章　カスタム App の改良
　カスタムメニューの利用　

650

3  新しいカスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」 を作成します。
a. [カスタムメニューの管理] ダイアログで [カスタムメニューセット] タブを表示します。
b. [作成...] ボタンをクリックして [カスタムメニューセットの編集] ダイアログを表示します。
c. [メニューセット名:] に 「ユーザ用メニュー （演習）」 と入力します。 （図 14.2-9）

図14.2-9 カスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」 を作成

d. [追加...] ボタンをクリックして [メニューの選択] ダイアログを表示します。
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e. 右のスクロールバーで一番下までスクロールすると作成したカスタムメニューがあるので、 すべて
選択します。 （図 14.2-10）

図14.2-10 [メニューの選択] ダイアログでカスタムメニューを選択

f. [選択] ボタンをクリックし、 [カスタムメニューセットの編集] ダイアログに選択したすべてのカスタ
ムメニューが追加されていることを確認します。 （図 14.2-11）

図14.2-11 新カスタムメニューセットに追加したカスタムメニュー

g. [OK] をクリックして、 ダイアログを閉じます。
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h. [カスタムメニューの管理] ダイアログに新しいカスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」
が追加されていることを確認します。 （図 14.2-12）

図14.2-12 新カスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」

4  カスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」 にさらに標準メニューの [書式] メニューを追加します。
a. [カスタムメニューセットの管理] ダイアログで 「ユーザ用メニュー （演習）」 を選択して [編集...] 
ボタンをクリックします。

b. [カスタムメニューセットの編集] ダイアログで [追加...] ボタンをクリックして [メニューの選択] ダ
イアログを表示します。

c. [使用するメニューの選択:] から [書式] を選択して [選択] ボタンをクリックします。
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d. [カスタムメニューセットの編集] ダイアログのメニュー一覧に 「[書式]」 が追加されていることを
確認します。

図14.2-13 カスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」 に追加した標準メニュー

5  メニューの並びを変更します。
a. メニューの並びを、 次のとおり、 標準メニューと同じ並びにします。 （図 14.2-14）
なお、 錠マークが付いているメニューの位置は変更できません。

1） FileMaker Pro コピー （変更不可）
2） ファイル　コピー
3） 編集　コピー
4） 表示　コピー
5） 挿入　コピー
6） [書式]
7） レコード　コピー
8） 検索条件　コピー
9） ヘルプ　コピー （変更不可）
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図14.2-14 カスタムメニューセット 「ユーザ用メニュー （演習）」 のメニューの並び順を変更

b. [OK] をクリックして、 [カスタムメニューの編集] ダイアログと [カスタムメニューの管理] ダイアロ
グを閉じます。

6  カスタムメニューセットに切り替えて表示を確認します。
a. [ツール] メニューの [カスタムメニュー] を選択し、 現在 [FileMaker の標準メニュー] が選択さ
れていることを確認します。 （図 14.2-15 上）

b. [ツール] メニューの [カスタムメニュー] で [ユーザ用メニュー （演習） ] を選択し、 メニューが切
り替わることを確認します。 （図 14.2-15 下）
こちらのメニューセットでは [スクリプト] と [ウインドウ] メニューが表示されていません。

c. 再度、 [FileMaker の標準メニュー] に戻しておきます。
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図14.2-15 FileMaker Pro 標準メニューセット （macOS） （上） とカスタムメニューセット （下）

演習終わり

14.2.3  カスタムメニューセットを切り替える
カスタムメニューセットを作成後、 標準メニューセットから次のいずれかの方法で切り替えることができます。

 • ファイルのデフォルトメニューセットとして指定 （[カスタムメニューの管理] ダイアログ）
 • 個々のレイアウトのメニューセットとして指定 （[レイアウト設定] ダイアログ） （8.2.1）
 • [ツール] メニューの [カスタムメニュー] から指定
 • [カスタムメニューのインストール] スクリプトステップを使用してスクリプトで指定

演習 12-1 （12.1.2） では起動時にクライアントに合わせて画面を切り替えるための 「起動処理_演習用」 を作
成しましたが、 これを書き換えて、 ログインしたユーザが開発者でなければ 「ユーザ用メニュー （演習用）」 をイン
ストール （表示） するように設定することができます。 図 14.2-16 は、 このスクリプトの変更例です。
変更した 「起動処理_演習用」 スクリプト （図 14.2-16） では、 演習 9-16 （9.5.1） で作成したカスタム関数
「開発者かどうか」 を利用しています。 このカスタム関数は、 ログインしたユーザのアクセス権セットが完全アクセ
ス権 （[Full Access]） であれば 「1」 を、 そうでなければ 「0」 を返します。 スクリプトでは、 「開発者かどうか」
の条件判定が偽 （「0」） であれば、 「ユーザ用メニュー （演習）」 をインストールしています。
また同時に、 [ツールバーの表示切り替え] スクリプトステップで、 ステータスツールバーも非表示にしています。
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図14.2-16 ユーザによってメニューを切り替る処理をする起動時のスクリプト例

演習 14-2  起動時にカスタムメニューセットを切り替える

フォルダ：演習14_2 使用ファイル： 14_見積作成管理.fmp12

この演習では、 起動時にスクリプトでメニューセットを切り替える方法を確認します。
演習ファイルには、 ログインしたアカウントのアクセス権セットによってメニューセットとツールバーの表示を変更
する 「起動処理_演習用」 スクリプト （14.2.3 節の図 14.2-16） が既に設定されています。
この演習ファイルには、 次のアカウントが登録されています。 それぞれのアカウントでログインして、 メニューバー
とツールバーの表示がどのようになるかを確認します。

アカウント名 パスワード アクセス権セット

Admin 1111 [完全アクセス] 

ユーザテスト 2222 営業ユーザ

管理テスト 3333 管理ユーザ
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1  Admin アカウントで演習ファイルを開いて、 演習ファイルを確認します。

a. Admin アカウントで演習ファイルを開きます。
b. メニューバーに標準メニューセットが表示され、 また、 ステータスツールバーが表示されているこ
とを確認します。

c. [ファイル] メニューの [ファイルオプション...] を選択し、 OnFirstWindowOpen スクリプトトリ
ガに 「起動処理_演習用」 が割り当てられていることを確認します。

d. [スクリプトワークスペース] を開いて 「起動処理_演習用」 スクリプトを表示し、 14.2.3 節の図 
14.2-16 の内容になっていることを確認します。

e. [ファイル] メニューの [管理] から [カスタム関数...] を選択し、 「開発者かどうか」 カスタム関数
の内容を確認します。

f. いったん演習ファイルを閉じます。

2  「ユーザテスト」 アカウントで演習ファイルを開いて、 表示を確認します。
a. 「ユーザテスト」 アカウントで演習ファイルを開きます。
b. メニューバーに 「ユーザ用メニュー（演習）」 （図 14.2-15 下） 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が非表示になっていることを確認します。 （図 14.2-17）
d. なお、 「ホーム」 レイアウトの 「自社情報管理」 ボタンは、 [次の場合にオブジェクトを隠す] 設定
でアクセス権セットが 「営業ユーザ」 の場合には表示されないようになっています （演習 13-1）。

図14.2-17 管理者以外のユーザの画面表示

演習終わり
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14.3 排他制御について
1 つのカスタム App を複数のユーザで利用していると、 ごくまれに図 14.3-1 のようなメッセージが表示される
ことがあります。 これは、 1 つのレコードを 2 人以上のユーザが同時に編集しようとしたときに、 異なる更新内容
でデータの不整合が起こらないようにレコードがロックされるためです。
このような仕組みを 「排他制御」 といいます。フィールド内容の全置換や照合インポートでも同じように機能します。

図14.3-1 アクセス競合時のエラーメッセージとメッセージ送信ダイアログ

別のユーザが編集中でも、 レコードの表示は可能です。 しかし、 そのレコードをさらに編集しようとするとエラー
になります。 先に編集しているユーザによってロックされているからです。 ユーザによるロックは、 フィールドにカー
ソルを入れて編集を開始したタイミングで起こります。

スクリプトでの排他制御
スクリプトでレコードを確実に更新するために、 レコードに明示的にロックをかけることができます。
スクリプトで明示的にレコードをロックする、 あるいはロックを解除するには、 次のスクリプトステップを使います。

 • ロック開始： [レコード/検索条件を開く] スクリプトステップ
 • ロック解除： [レコード/検索条件確定] スクリプトステップ
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スクリプトで明示的にロックをかけたら、 必ず解除するよう、 注意が必要です。 スクリプトで複数レコードを変更
する処理中に、 ロックされていたレコードの 「主キー」 などを記録する仕組み （どこかに保存するなど） を加えて
処理後に確認できるようにすれば、 処理漏れとなったレコードの検索や再処理に役立ちます。
スクリプト中でエラーコードが 「200 （レコードアクセスが拒否されました）」 を取得した場合、処理対象のレコー
ドがロックされていることがあります。 複数のレコードを変更する場合に確実に処理するためには、 1 件ずつ繰り返
し処理 （Loop） でレコードがロックされていないかを確認するなどの工夫が必要です。
なお、 フィールド内容の全置換やインポートの場合は、 どのレコードがロックされていたかはわかりません。 また、
誰かが既にロックしている場合、 強制解除はできません。

スクリプトを実行する時間の調整
普段の編集作業やスクリプトにフィールド内容の全置換や照合インポートの処理が含まれている場合には注意が
必要です。 レコードをロックする回数が多くなれば排他制御が起こる確率も高くなります。
大量のレコードを一度に処理する場面はあまり多くありません。 例えば、 次のような場面です。

 • 定期的なデータメンテナンス （一定期間更新されなかったレコードにフラグ値を設定する、 など）
 • データベースの構造変更に伴う処理 （新しいフィールドを作成した際に既存のレコードに初期値を設
定する、 など）

このような場合には、 次のような対応を採って、 なるべく誰もカスタム App を使っていない時間帯に、 排他制
御を気にせず確実に処理ができるように調整します。

 • 事前にスケジュールを決め、 一時的にカスタム App の運用を停止して作業する
 • FileMaker Server や FileMaker Cloud で夜間など利用者が少ない時間帯にスクリプト実行をス
ケジュールする
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14.4 カスタム App の起動と終了の処理
最後に、 カスタム App の 「起動」 と 「終了」 について考えます。
ユーザがカスタム App の作業を適切に開始できるように準備をするのが 「起動処理」 と 「終了処理」 です。
起動処理はカスタム App をこれから使用しようとしているユーザに合わせた準備、 終了処理はカスタム App の
利用を終えて次のセッションに向けた準備です。
これ以外にも、 FileMaker Server や FileMaker Cloud にアップロードする前にやっておくべき処理も含めて
おくと安心です。

14.4.1  起動処理を設定する
起動処理では、 これからカスタム App の作業を開始するユーザに合わせた準備をします。
最も基本的な起動処理は、 アカウント認証後、 クライアントの種類やユーザ （アカウント） の権限などに応じた
適切な画面 （レイアウト） が表示されるようにすることです。 本書ではこれまでにもいくつかの起動処理を設定し
てきましたが、 例えば次のような処理を検討します。

 • クライアントのデバイスに応じたレイアウトを表示 （12.1.2 （演習 12-1））
 • アカウントに割り当てられたアクセス権セットに応じた画面設定 （14.2.3 （演習 14-2））
 – ステータスツールバーの表示 / 非表示
 – メニューバーに表示するメニューセット （標準メニューセット / カスタムメニューセット）

これらの処理はスクリプトにまとめ、 [ファイルオプション] の次のスクリプトトリガで実行するように設定します。

 • OnFirstWindowOpen スクリプトトリガ （10.4.3）

14.4.2  終了処理を設定する
ユーザがローカル環境でカスタム App の作業をする場合、 ウインドウを閉じてファイルを終了しても、 カスタム 
App ファイルはウインドウの位置、 表示していたレイアウト、 対象レコード、 グローバルフィールドの値などを覚え
ています。 終了処理では、 次にカスタム App を利用する場合に備えて、 これらをあるべき内容にしておく必要が
あります。
終了処理としては、 例えば次の内容を検討します。

 • 全レイアウトで全レコードを表示する （対象レコードをクリア）
 • グローバルフィールドをクリアする
 • ウインドウの位置を初期状態に戻す
 • 起動時のレイアウトに切り替える
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これらの処理はスクリプトにまとめ、 [ファイルオプション] の次のスクリプトトリガで実行するように設定します。

 • OnLastWindowClose スクリプトトリガ （10.4.3）

グローバルフィールドの初期化
グローバルフィールドは、 カスタム App の様々なところで利用されています。 利用する時には通常、 値を代入
してから利用する、 あるいは初期化してから利用していますが、 ローカル環境で使用している場合は最後に入力さ
れた値がそのまま保存され、 次にカスタム App を開いた時にもその値を参照することができてしまいます。
カスタム App ファイルを FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud にアップロードして共有を開始する
と、 ローカル環境で最後に入力された値がグローバルフィールドの初期値となります （4.4.3）。 したがって、 グロー
バルフィールドに最後に入力されていた値が開発者のための値だったりすると、 それが全ユーザに展開されてしま
います。
このような状況を防ぐために、 上では終了処理にグローバルフィールドをクリアする処理を入れています。
演習 14-3 の演習ファイルには、 「グローバルフィールドクリア」 スクリプトが用意されています。 このように 1 
つのスクリプトですべてのグローバルフィールドをクリアできるようにしておくと、 他のスクリプトからサブスクリプト
として利用できるので便利です。
なお、 FileMaker Server あるいは FileMaker Cloud にアップロードする前には、 レイアウトモードの定規や
書式設定バーの表示なども確認しておくことをお勧めします。

ローカル環境で開いているのかどうかを確認
ローカル環境か、 あるいはリモート環境かによって起動処理や終了処理を区別する場合、 現在カスタム App を
開いているのがローカル環境かどうかを確認するには、 リモート環境でしか値が返らない Get ( ホスト IP アドレス 
) 関数を使います。 この関数は、 カスタム App ファイルがホストされていない場合は 「空値」 を返します。
したがって、 ローカル環境かどうかは次の計算式で判定することができます。

IsEmpty ( Get ( ホスト IP アドレス ) )
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演習 14-3  カスタム App ファイルの終了処理を確認する

フォルダ：演習14_3 使用ファイル： 14_見積作成管理.fmp12

この演習では、 演習ファイルに設定されている終了処理の内容を確認します。
演習ファイルには、起動処理用に 「起動処理_演習用」 スクリプト （14.2.3 （演習 14-2）） が用意されています。
また、 終了処理用に 「終了処理」 スクリプトが用意されており、 次のスクリプトを呼び出して利用しています。

 • 「全レイアウトで全レコード表示」 スクリプト
 • 「グローバルフィールドをクリア」 スクリプト

この演習では、 設定されている終了処理の動作を確認します。

1  起動処理と終了処理のスクリプトの起動設定を確認します。

a. 演習ファイルを開きます。 （アカウント ： Admin / 1111）
b. [ファイル] メニューの [ファイルオプション...] を選択して [ファイルオプション] ダイアログを開き、
[スクリプトトリガ] タブを開きます。

c. [OnFirstWindowOpen] イベントに 「起動処理_演習」 スクリプト、 [OnLastWindowClose] 
イベントに 「終了処理」 スクリプトが割り当てられていることを確認します。 （図 14.4-1）

図14.4-1 [ファイルオプション] のスクリプトトリガ設定

d. [OK] で [ファイルオプション] ダイアログを閉じます。
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2  「終了処理」 スクリプトの内容を確認します。
a. [スクリプトワークスペース] を開いて 「終了処理」 スクリプトを表示します。 （図 14.4-2）

図14.4-2 「終了処理」 スクリプト

b. 最初に、 Get ( ホスト IP アドレス ) 関数を使い、 ローカル環境かどうかで条件分岐していること
を確認します。 （7 行目）

c. 「全レイアウトで全レコード表示」 スクリプトと 「グローバルフィールドクリア」 をサブスクリプトと
して実行していることを確認します。 （9 行目と 17 行目）

d. 最後に、[ウインドウの移動 / サイズ変更] スクリプトステップで画面の位置を 「上: 5 ; 左: 5」 （画
面の上端から 5 ポイント、 左端から 5 ポイント） に設定することを確認します。 （20 行目）
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e. [スクリプトワークスペース] で 「全レイアウトで全レコード表示」 スクリプトを表示します。 （図 
14.4-3）

図14.4-3 「全レイアウトで全レコード表示」 スクリプト

f. 繰り返し処理 （Loop） ですべてのレイアウトに対して [全レコードを表示] スクリプトステップを
実行していることを確認します。

g. [スクリプトワークスペース] で 「グローバルフィールドをクリア」 スクリプトを表示し、 「ユーティ
リティ」 テーブルに定義しているすべてのグローバルフィールドをクリアしていることを確認します。

3  終了処理の動作を確認します。
a. 現在のウインドウの位置をずらすなどして変更します。
b. 「ホーム」 レイアウトで 「見積管理」 ボタンをクリックして 「見積リスト」 レイアウトに移動します。
c. レイアウト上の 「注文あり」 ボタンをクリックして、 対象レコードを 「見積結果」 が 「注文あり」
のレコードに絞り込みます。

d. このまま、 いったん演習ファイルを閉じ、 再度演習ファイルを開きます。
e. 「上: 5 ; 左: 5」 の位置にウインドウが開かれることを確認します。
f. 「ホーム」 レイアウトで 「見積管理」 ボタンをクリックして 「見積リスト」 レイアウトに移動し、 全
レコードが表示された状態になっていることを確認します。

g. 余裕があれば、 データビューアを使ってグローバルフィールドの値が再度ファイルを開いた時にク
リアされていることを確認してください。

演習終わり
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