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はじめに
FileMaker Pro の概要 

FileMaker® Pro は、定評のあるワークグループデータベースソフト
ウェアで、ビジネスのニーズに合ったソリューションをすばやく
作成および共有することができます。強力な機能と、幅広いプラッ
トフォームのサポート、使いやすいインターフェースにより、
FileMaker Pro は、人やプロジェクト、情報を追跡管理する必要が
あるどのユーザにとっても不可欠なソフトウェアです。

このマニュアルの使い方

この『ユーザーズガイド』では、FileMaker Pro の機能の概要と、
FileMaker Pro を使用した最も一般的な作業の詳しい操作手順を説
明しています。この製品のより高度な機能の詳細については、
FileMaker Pro ヘルプを参照する必要がある場合があります。

FileMaker Pro に付属するドキュメントの
使い方
FileMaker Pro に付属するドキュメントでは、効率的な作業のため
の学習方法、インストール手順、オンラインヘルプなどが提供さ
れています。

次のマニュアルが含まれます。

1 FileMaker Pro『ユーザーズガイド』（本マニュアル）主要な概念
や基本的な操作手順について説明します。

1 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の『インストール
ガイド』インストール手順について説明します。

1 『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』ユーザがイントラ
ネットやインターネット上で Web ブラウザを使用してアクセス
できる FileMaker Pro データベースを作成する方法について説明
します。

1 『Starter Solutions のカスタマイズ』サンプルとして含まれてい
るデータベーステンプレートファイルをユーザのニーズに合わせ
てカスタマイズする方法について説明します。

1 『FileMaker ODBC および JDBC クライアントドライバのインス
トール』  ODBC や JDBC で FileMaker データソースにアクセスす
るために必要なドライバのインストールについて説明します。

1 『FileMaker ODBC および JDBC デベロッパーズガイド』ODBC
や JDBC を使用して他のアプリケーションと FileMaker データを
共有する場合に役立つ概念と詳細事項について説明します。

PDF 形式のマニュアルの場所
PDF 形式のほとんどのマニュアルは、FileMaker Pro をインストー
ルしたフォルダ内にあります。FileMaker Pro をデフォルトのフォ
ルダの場所にインストールした場合、PDF 形式のマニュアルは次
の場所にあります。
Windows の場合: C:¥Program Files¥FileMaker¥FileMaker Pro 8¥日本
語エキストラ¥マニュアル(PDF)

Mac OS の場合: Macintosh HD/アプリケーション/FileMaker Pro 8/
日本語エキストラ/マニュアル(PDF)

ODBC および JDBC の PDF 形式のマニュアルは、FileMaker Pro
CD の「/xDBC/マニュアル(PDF)」フォルダにあります。
PDF ファイルを表示するには、PDF リーダが必要です。Mac OS X
では、ビルトインのプレビューアプリケーションまたは Adobe®

Reader® のいずれかを使用することができます。Windows のユー
ザは、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader がお手元にない場
合は、Adobe の Web サイト www.adobe.co.jp からダウンロードす
ることができます。

重要 FileMaker に関するドキュメントおよびアップデートは、
[ヘルプ ] メニューの [ダウンロードと更新 ] からアクセスするこ
とができます。
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オンラインヘルプ
FileMaker Pro ヘルプでは、FileMaker Pro の機能について、あらゆ
る情報を網羅した手順ごとの操作が説明されています。ヘルプは、
FileMaker Pro の [ヘルプ] メニューから開くことができます。

ヘルプにアクセスするには、次の３つの方法があります。

1 ヘルプの目次を参照して、タイトルでトピックを見つける
1 キーワードを入力して特定のトピックを検索する
1 F1 キー（Windows）または 2-?（Mac OS）を押して、現在表示
されているダイアログボックスに関する情報を参照する

テンプレート、サンプル、およびその他の情報
FileMaker Pro には、すぐに利用できる「Starter Solutions」という
データベーステンプレートファイルが付属します。データベース
の作成を開始する場合は、テンプレートの一覧で、ニーズに合う
テンプレートが用意されているかどうかを確認してください。

「日本語エキストラ」フォルダには、XML のサポートなどの特定
の機能に役立つリファレンスやサンプルが含まれています。
FileMaker の Web サイト www.filemaker.co.jp では、詳細情報、ヒン
ト、およびデータベースに関するアイデアを入手することができ
ます。

推奨するマニュアル
次の表は、FileMaker Pro で特定の作業を行う方法を学ぶ際に、こ
れらのマニュアルを効果的に使用するための推奨事項を示します。

注意 FileMaker Pro Advancedで作成されたデータベースでは、カ
スタムメニューやレイアウトオブジェクト用のポップアップヘル
プを表示することができます。これらの機能の概要については、
ヘルプを参照してください。

ユーザの種類 推奨するマニュアル

データ入力担当者 本ガイドの第１章「データベースの使用」

小規模な企業の
経営者や教育担当者
（最初は基本的な
データベースを
作成し、長期的に
強化していくユーザ）

本ガイドの第２章「データベースの作成」
ヘルプ（データベースに機能を追加する場合）

データベース管理者 本ガイド
ヘルプ（高度なトピックに関する情報が必要な場合）
『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』

FileMaker Pro を
初めて使用する
ユーザ

FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の
『インストールガイド』
本ガイド

旧バージョンから
アップグレードする
ユーザ

FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の
『インストールガイド』
本ガイドの第６章「旧バージョンの FileMaker データ
ベースの変換」
ヘルプ 
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FileMaker Pro の概要
ここでは、FileMaker Pro の機能の概要を説明します。

簡単なデータベースまたは複雑なデータベースの作成
FileMaker Pro では、住所録など、１つのデータベースで構成され
る簡単なデータベースを作成することも、リレーションシップと
複数のデータベーステーブルを使用した複雑なデータベースを作
成することもできます。たとえば、シリアル番号や ID 番号などの
共通する１つの値に基づいて２つのテーブルを関連させた複雑な
データベースを作成することができます。

 

データベースは、１つのファイルの１つのテーブル、１つのファ
イルの複数のテーブル、または複数のファイルの複数のテーブル
として構成することができます。
FileMaker Pro には、ビジネス、教育、および個人向けに設計され
たデータベースのテンプレートが付属しています。これらのテン
プレートを、ニーズに合わせてすばやくカスタマイズすることが
できます。

データベースの作成の詳細については、第 2 章「データベースの
作成」を参照してください。

レイアウトを使用したデータの表示、入力、および
印刷
FileMaker Pro のレイアウトでは、情報をどのように表示、印刷
するか、そして検索やデータ入力を行う際の画面の表示方法を
指定します。レイアウトはデータを表示するだけで、保存はしま
せん。

データベースファイルには、さまざまな方法でデータを表示する
複数のレイアウトを使用することができます。データ入力専用の
レイアウトや集計報告用のレイアウト、宛先ラベル印刷用のレイ
アウト、Web 上でデータベースを公開するためのレイアウトなど、
１つのデータベースファイルに複数のレイアウトを設定すること
ができます。レイアウトのデザインを変更しても、データや同じ
ファイルの他のレイアウトには影響しません。あるレイアウトで
特定のフィールドのデータを変更すると、そのフィールドを使用
している他のレイアウトでも同じように変更後のデータが表示さ
れます。

レイアウトでは、フィールドとフィールドラベルの選択、配置、
および変更、レポートの作成、スクリプトを開始するボタンの追
加、グラフィックやテキストの追加、印刷オプションの指定を行
います。

新規レイアウト/レポートアシスタントでは、６タイプのレイアウ
トと１つの表示形式を作成することができます。それぞれのタイ
プを、データ入力画面の表示、売り上げ集計レポート、ラベル印
刷など、さまざまな用途に合わせて使用します。さらに、レイア
ウトモードで使用できるデザインツールを使用して各レイアウト
をカスタマイズすることができます。

１つのテーブルで構成される
住所録データベース

複数のテーブルで構成されるデータベース。
ポータルを使用して関連テーブルのデータ
を表示します。
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レイアウトの作成の詳細については、57ページの「レイアウトと
レポートの作成」を参照してください。

データの検索、ソート、および置換
データを検索、ソート、および置換する機能を使用して、データ
をさまざまな方法で操作することができます。

特定の日付に入力されたレコードまたは特定の都市の住所など、
指定した条件に一致するレコードを検索することができます。別
のウインドウを開き、同じデータに対して異なる検索を実行する
こともできます。

レコードを異なる順序で表示または印刷するために、レコードを
再編成することができます。五十音順（ひらがなやカタカナ）、
コード順（漢字）、アルファベット順（英単語）、数字順、日付順、
またはカスタムのソート順でフィールドをソートすることができ
ます。

 

ワードプロセッサアプリケーションでテキストを検索して置換す
る場合と同じような方法で、複数のフィールド内のデータを検索
して置換することができます。

データの検索、ソート、および置換の詳細については、27 ページ
の「レコードの検索」、37 ページの「レコードのソート」および
36ページの「データの検索と置換」を参照してください。

アカウントとアクセス権セットによるデータベース
の保護
アカウントおよびアクセス権セットを定義することによって、
ユーザが表示および操作するデータベースファイル内の項目を制
限することができます。アカウントを使用して、保護されたファ
イルを開こうとしているユーザを認証します。各アカウントには
アカウント名を指定し、通常はパスワードも指定します。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、保護された
ファイルを開くことはできません。アクセス権セットを使用して、
データベースファイルへのアクセスレベルを指定します。各アカ
ウントには１つのアクセス権セットが割り当てられ、これによっ
て、ユーザがそのアカウントを使用してファイルを開いたときの
アクセスのレベルが決まります。

553-0011
大阪府大阪市此花区朝日 23-739
ABC 商事株式会社御中

同じデータを使用して複数の異なるレイアウトに配置することができます。

竹中 歩 06-8888-9999
斉藤 一朗 06-8888-9999
安田 隆子 06-8888-9999
小川 健太郎 06-8888-9999
竹中 晶子 06-8888-9999
山田 幸子 06-8888-9999
岡山 遼太郎 06-8888-9999
太田川 順 06-8888-9999
東城 充 06-8888-9999
西田 絵里 06-8888-9999
牧野 万里 06-8888-9999
鈴木 良太 06-8888-9999
足立 久美子 06-8888-9999
竹田 莢子 06-8888-9999
青山 守 06-8888-9999

電話番号一覧

前略

この度は、The Corporate Travelers Club
にご入会いただき誠にありがとうござ
います。弊社は、お客様のご要望に沿っ
たツアーを提供できるよう、常日頃か
ら心掛けていきたいと思います。

今後、いろいろな機会でABC商事株式
会社の皆様とお会いできることをス
タッフ一同楽しみにしております。

草々
岡山 良太郎
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拡張アクセス権は、特定のアクセス権セットで許可されるデータ
共有オプションを決定します。たとえば、あるアクセス権セット
でユーザに共有ファイルを開くことを許可するか、それともデー
タベースを Web ブラウザで表示することを許可するかなどです。

アカウントとアクセス権セットの詳細については、第 5 章「アカ
ウントとアクセス権セットによるデータベースの保護」を参照し
てください。

作業を自動化するスクリプトの作成
スクリプトを使用すると、用紙方向の設定のような単純な作業か
ら、顧客ごとにカスタマイズしたメールの送信準備のような複雑
な作業まで自動化することができます。

たとえば、先週、品物を購入した顧客にお礼の手紙を作成する場
合、データベースにスクリプトを定義することができます。この
スクリプトを使用して、それぞれの顧客に合わせた手紙を作成す
ることができます。手紙が完成すると、スクリプトがプレビュー
モードに切り替わり、一時停止するので、印刷前にその手紙のプ
レビューを確認することができます。上記の作業はすべて、レイ
アウト上のボタンをクリックして行います。
FileMaker Pro の ScriptMaker™ を使用すると、FileMaker Pro のスク
リプトステップのリストからステップを選択するだけで、スクリ
プトを作成することができます。また、オプションを指定したり、
作業が正しい順序で実行されるようにステップを並べ替えたりす
ることもできます。

スクリプトの詳細については、41ページの「スクリプトを使用し
たタスクの自動化」を参照してください。

データの共有と交換
FileMaker Proでデータを保存することの利点の１つに、データを
他のユーザと共有できるという点が挙げられます。ネットワーク
上の他の FileMaker Pro ユーザとデータを共有したり、Web 公開機
能を使用して Web 上でデータを共有したり、ODBC（Open Database
Connectivity）や JDBC（Java Database Connectivity）を使用して、
ODBC および JDBC に準拠したアプリケーションと FileMaker Pro
ファイルを共有することができます。

お使いのコンピュータがネットワークに接続されている場合、他
の Windows や Mac OS の FileMaker Pro のユーザと同時に同じデー
タベースファイルを使用することができます。FileMaker Pro の
ネットワーク共有では、最大５人までのユーザが同時に共有ファ
イルにアクセスすることができます。

注意 ネットワーク上で６人以上のユーザと同時にファイルを共
有する必要がある場合は、FileMaker Server の使用をお勧めします。

FileMaker Pro のレイアウトを短時間で簡単に Web 上に公開する
ことができます。これにより、イントラネットまたはインターネッ
ト上のすべてのユーザが Web ブラウザを使用して FileMaker Pro
データベースにアクセスすることができます。
FileMaker Pro のアカウントとアクセス権セットを使用して、Web
データベースのセキュリティを確保することができます。
SQL（構造化照会言語）クエリーを使用して、FileMaker Pro ファ
イルからデータを取り出し、グラフの作成、レポートの生成、
ODBC および JDBC に準拠したソフトウェアアプリケーションを
使用したデータの分析などを行うことができます。また、FileMaker
Pro を ODBC クライアントアプリケーションとして使用して、
Microsoft Access や Oracle のデータベースなどのデータソースに
アクセスすることもできます。FileMaker Pro で ODBC および
JDBC を使用する場合の詳細と制限事項については、ヘルプを参
照してください。

データの共有と交換の詳細については、第 4 章「データの共有と
交換」を参照してください。

他形式での保存と送信
Microsoft Excel のワークシート形式や Adobe PDF ファイル形式な
ど他の形式でデータを保存すると、FileMaker Pro を使用していな
いユーザにファイルを渡すことができます。また、これらのファ
イルは保存して自動的にメールで送信することができます。詳細
については、93ページの「データを他の形式で保存および送信す
る」を参照してください。
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新機能

情報共有機能

操作性の向上

データの正確さの確保

機能 参照先

Adobe PDF および Microsoft Excel 形式への
データの保存

93ページの「データを他の形
式で保存および送信する」

メール送信用の新しいコマンド 93ページの「レコードデータ
のメール送信」

他のファイルから現在のファイル内の
新規テーブルへのデータのインポート。
この機能を使用すると、複数のデータ
ベースに格納されているデータを
統合することができます。

94ページの「既存のファイル
へのデータのインポート方法」

Excel（.xls）形式へのデータの
エクスポート

96ページの「エクスポート処
理について」

機能 参照先

レイアウトでタブコントロール
（タブ化パネル）を作成および管理する
新しいツール

57ページの「レイアウトとレ
ポートの作成」

値一覧を表示するためのチェック
ボックスセットやその他コントロールの
作成や編集がより簡単になる新しい 

[フィールド/コントロールの設定] 

ダイアログボックス

66ページの「レイアウトへの
チェックボックスセットやそ
の他コントロールの設定」

Windows および Mac OS での
スクロールホイールのサポート

ヘルプ 

リレーションシップグラフに表示されて
いるテーブルへのテキストノートの追加

83ページの「リレーション
シップグラフの操作」

ファイルパスでの変数のサポート ヘルプ 

デフォルトでは、レコードのソート、
フィールドの内容の全置換、レコードの
エクスポート、またはメールの送信を
実行するとき、現在のレイアウトの
フィールドが表示されます。

ヘルプ 

データベーステンプレート
（Starter Solutions）の改善

『Starter Solutions のカスタマ
イズ』

インスタント Web 公開の改善。
たとえば、独自のホームページを作成し、
デフォルトのデータベースホームページと
置き換えることができます。

97ページの「Web 上でのデー
タベースの公開」

レコードやレイアウト間移動のための
新しいコマンド

ヘルプ 

ブラウズモードでショートカット
メニューを使用した検索の実行

28ページの「フィールドの
データに基づいた即時検索」 
および 33ページの「複数の検
索条件に一致するレコードの
検索」

レイアウトモードおよびリレーション
シップグラフでのオブジェクト整列用の
新しいツール

ヘルプ 

機能 参照先

テキストフィールドでの
新しいオートコンプリート機能

25ページの「フィールドへの
データの入力と変更」

視覚的なスペルチェック ヘルプ 

データ入力用の新しいドロップダウン
カレンダースタイル

66ページの「レイアウトへの
チェックボックスセットやそ
の他コントロールの設定」

機能 参照先
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関数およびスクリプトステップ

機能 参照先

スクリプトから値を返す新しい関数 ヘルプ 

ファイルの場所と名前を計算する新しいパス関数 ヘルプ 

スクリプトまたは計算式に特定の変数を設定する関数 ヘルプ 

取得、論理、テキストおよび書式設定の新しい関数 ヘルプ 

[関連レコードへ移動] スクリプトステップの機能強化 ヘルプ 

[レコードのエクスポート] スクリプトステップを
使用した Microsoft Excel 形式でのレコードの
エクスポート

ヘルプ 

ウインドウに関連するスクリプトステップの
選択範囲を現在のファイルのウインドウに限定

ヘルプ 

新しい [レコードを Excel として保存] および 

[レコードを PDF として保存] スクリプトステップ
ヘルプ 

[メールを送信] スクリプトステップによる
単一または複数メールの送信

ヘルプ 
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第 1 章
データベースの使用

この章では、次の操作の基本について説明します。

1 ファイル開閉および保存
1 データベースのレコードの作成
1 フィールド内のデータの追加と編集
1 異なる条件を使用したレコードの検索
1 対象レコードからのレコードの除外
1 データの検索/置換

1 データのソート
1 データ、スクリプト、テーブル、およびフィールドの情報の印
刷と、リレーションシップグラフ

1 スクリプトの使用

注意 FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細
および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。

データベースのフィールドとレコードについて
データベースとは、整理、更新、ソート（並べ替え）、検索、印刷
などの処理を行う必要がある情報（データ）を集めたものです。
個人の住所録やファイルキャビネットも簡単なデータベースの
一種です。個人の住所録やファイルキャビネットを使用する場合、
必要な情報を簡単に取り出すことができるように類似する情報を
整理して保存します。

住所録では、氏名や住所に基づいてデータを並び替える必要があ
ります。そういったとき、FileMaker Pro に連絡先や住所を保存し
ておくと、さまざまな方法で情報を整理することができます。氏
名をふりがな順に五十音で並べ替えたり、または都道府県順に並
べ替えたり、氏名のふりがなと都道府県の両方を使用して並べ替
えることも可能です。

請求書発行システムは、複数の関連フィールド、複数のレイアウ
ト、および計算フィールドを使用したより複雑なデータベースの
例です。

また、特定の月に限った請求書を表示する場合など、データの一部
を表示することもできます。データベースは、単にデータを保存す
るためのものではありません。情報を整理し、分析することによっ
て、各データの重要性をより正確に把握するために使用します。

フィールドは、データベーステーブルの基礎となる部分です。
フィールドは、レコードに入力されたデータを保存、計算、およ
び表示するために使用します。名前、ID 番号、電話番号など、レ
コード内のそれぞれの情報がフィールドに保存されます。

データベーステーブルには、１つ以上のレコードが含まれていま
す。それぞれのレコードには、特定の項目（一人の人または１つ
の ID 番号など）に関するすべての情報が保存されます。たとえ
ば、「顧客」テーブル内の各レコードには、各顧客の名前や住所と
いった情報が保存されます。

そ た

竹中 たけなか

大阪府

大阪市此花区
06-8888-9999

  

レコード

フィールド

個人の住所録もデータベースの一種です。
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データベースは、すべての取り引き先の名前や住所、電話番号、
FAX 番号などの情報が入った「顧客」ファイルのように単一の
テーブルで構成することができます。
また、特定のテーマや関連するテーマについてのすべての情報が
網羅できるように、それぞれに１つまたは複数のテーブルが含ま
れる複数のファイルを組み合わせてデータベースを構成すること
もできます（こうしたデータベースはデータベースシステムと呼
ばれることもあります）。FileMaker Pro のリレーショナル機能を使
えば、異なるファイルやテーブルに保存されているさまざまな情
報を結合して、リレーショナルデータベースというデータベース
を作成することができます。
たとえば、あるテーブルには特定の顧客が購入した特定の品目が
含まれていて、別の関連テーブルには支払金額の情報が含まれて
いるという形になります。

データベーステーブルにデータを入力するという操作は、より具体
的には、レコードを作成してそのレコードに属するフィールドに値
を入力するという操作になります。値は、キーボードからフィール
ドにタイプすることもできますし、他のアプリケーションからイン
ポートするなど、さまざまな方法で入力することができます。

ファイルの開き方

FileMaker Proが起動していない場合、次のいずれかの方法を使用
します。

1 FileMaker Pro ファイルをダブルクリックする 

1 開く FileMaker Proのファイルを FileMaker Pro アプリケーション
のアイコン上にドラッグする

1 FileMaker Proアプリケーションのアイコンをダブルクリック
する。[新規データベース] ダイアログボックスで [既存ファイルを
開く...] を選択して [OK] をクリックしてから、ファイル名をダブ
ルクリックします。

FileMaker Pro がすでに起動している場合、ファイルを開くには、
次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューから [開く...] を選択します。
2. 開くファイルの名前をダブルクリックします。
アカウント名とパスワードの入力を求めるメッセージが表示され
る場合、パスワードのダイアログボックスにアカウント名とパス
ワードを入力して [OK] をクリックします。

ネットワーク上で共有されているファイルを開くには、次の操作
を行います。

1. [ファイル] メニューから [共有ファイルを開く...] を選択します。
2. [共有ファイルを開く] ダイアログボックスの [表示:] リストから
ホストを選択します。

「請求書」テーブル

002顧客 ID

斎藤 一朗顧客名

03-8888-9999電話番号

製品 ID 製品名
ET3

価格
旅行カバン ¥29,000

ET4 旅行ガイド ¥32,000

12345請求書 ID

ET3製品 ID

旅行カバン製品名

¥29,000価格

002顧客 ID

斎藤 一朗顧客名

03-8888-9999電話番号

「製品」テーブル「顧客」テーブル

34在庫数

価格

選択項目 表示対象

お気に入りのホスト お気に入りとしてすでに追加されているホスト

ローカルホスト TCP/IP サブネット上にある FileMaker Pro ホスト

LDAP で一覧表示
されるホスト

指定した LDAP サーバーでアクセスできる 

FileMaker Pro ホスト
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3. アクセスできるファイルを表示するには、まずホストを選択しま
す。[使用できるファイル] の一覧で、開くファイルを選択します。
または、[ネットワークファイルパス:] に、「fmnet:/ホストの IP ア
ドレス/ファイル名」の形式で、ネットワークパスを入力します。

4. [開く] をクリックします。
ホストでの FileMaker ネットワーク共有の設定によっては、アカ
ウント名、パスワード、およびドメイン名（Windows のみ）の入
力を求められる場合があります。

ファイルを開いて共有するには、90ページの「ファイル共有の有
効化とファイルのホスト」を参照してください。

注意 Windows 用の FileMaker Pro のファイルを Mac OS で開くこ
とも、Mac OS 用のファイルを Windows で開くこともできます。両
方のプラットフォーム間でファイルを移動する予定があるとき
は、ファイル名に「.fp7」という拡張子を付けることをお勧めしま
す。ファイル名の拡張子を追加または削除する場合は、関連ファ
イルや外部スクリプトを含むファイルのファイル参照を再び指定
する必要があります。

１ファイルでの複数のウインドウの開き方
１つのファイルの複数のウインドウを開くことができます。これ
により、同じレイアウトを別のウインドウに表示したり、同じファ
イルの複数のレイアウトを同時に表示することができます。異な
るウインドウでは、検索およびソート操作を独立して実行するこ
とができます。

追加のウインドウを開くには、[ウインドウ] メニューから [新規ウ
インドウ] を選択します。別のウインドウが表示されます。開いた
時点の状態では、直前にアクティブだったウインドウと同じレイ
アウト、ソート順、および対象レコードが新しいウインドウに表
示されます。

新しいウインドウに異なるレイアウトを表示するには、ステー
タスエリアのレイアウトポップアップメニューからレイアウトを
選択します。レイアウトは、[表示] メニューから [レイアウト切り
替え] で選択することができます。レコードの検索の詳細について
は、27ページの「レコードの検索」を参照してください。レコー
ドのソートの詳細については、37ページの「レコードのソート」
を参照してください。

複数のウインドウの開き方の詳細については、ヘルプを参照して
ください。

元のデータベースの
ウインドウ。このウ
インドウでレコード
を検索することがで
きます。

２つめのウインドウ。
このウインドウでは、
同じ対象レコードに
対して異なる検索を
実行することができ
ます。
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ウインドウとファイルの閉じ方
FileMaker Pro のウインドウとファイルは、Windows および Mac OS
用のほとんどのアプリケーションと同様の方法で閉じることがで
きます。

ウインドウを閉じるには、次のいずれかの操作を行います。

1 Windows: ドキュメントウインドウの左上隅にあるドキュメント
アイコンをダブルクリックします。

1 Windows: ドキュメントウインドウの右上隅にある閉じるボタン
をクリックします。

1 Mac OS: ドキュメントウインドウの左上隅にある赤い閉じるボ
タンをクリックします。

1 [ファイル] メニューから [閉じる] を選択します。

ファイルを閉じるには、上の手順に従って、ファイルの開いてい
るウインドウをすべて閉じます。

注意 ファイルのデータが他のファイルのウインドウに表示され
ている場合、ファイルを閉じても、非表示のファイルとして開い
たままになっていることがあります（たとえば、閉じようとした
ファイルの関連データが別のウインドウに表示されている場合が
あります）。このようなファイルは、依存関係にあるウインドウを
すべて閉じたときに閉じられます。

ファイルの保存
ファイルに対して変更した内容は、作業中に自動的に保存されま
す。ファイルのコピーをバックアップとして保存したり、ファイ
ルのデータを除くデータベース要素のみをコピーして保存するこ
とができます。ファイルのコピーを FileMaker 以外のフォーマット
で保存するには、93ページの「データを他の形式で保存および送
信する」を参照してください。

ファイルに小規模な変更を加えた場合、一部の変更はファイルに
保存されません。詳細については、次のセクション「FileMaker Pro
でファイルの保存が行われる操作」を参照してください。

重要 大幅な変更を行う場合には、必ずファイルのコピーを保存
してください。[ データベースの定義 ] ダイアログボックスを使用
してフィールドを削除したり、[レコード削除 ...] や [全レコード
削除 ...] コマンドを使用してレコードを削除してしまうと、元に戻
すことができません。

ファイルのコピーを保存するには、次の操作を行います。

1. 保存するファイルをアクティブファイルにして、[ファイル] メ
ニューから [名前を付けて保存...] を選択します。
2. コピーを保存するハードディスク内の場所へ移動します。
3. [ファイル名:]（Windows）または [別名で保存:]（Mac OS）にファ
イル名を入力します。
4. [ファイルの種類:] で、[FileMaker ファイル (*.fp7)] を選択します
（Windows のみ）。
5. [保存形式:]（Windows）または [ファイルタイプ:]（Mac OS）で、
次のいずれかのオプションを選択します。

6. [保存] をクリックします。

選択項目 操作内容

現在のファイルの
コピー

テーブル、フィールド定義、レイアウト、スクリプト、
印刷設定オプション（Windows）または用紙設定オプ
ション（Mac OS）、およびデータを含むファイル全体が
複製されます。ファイルに大幅な変更を加える前にコ
ピーを作成しておくのに便利です。

最適化コピー
（サイズ小）

ファイル内の使用されていないスペースを最適化して、
必要な情報すべてをコピーします。このオプションは、
多数のレコードを頻繁に編集する場合に便利です。

データなしの
コピー

ファイルのテーブル、フィールド定義、レイアウト、
スクリプト、および印刷設定オプション（Windows）
または用紙設定オプション（Mac OS）など、データを
除くデータベース要素のみを保存します。このオプ
ションは、ファイルのテンプレートを作成するときに
使用します。
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FileMaker Pro でファイルの保存が行われる操作

FileMaker Pro では、次の操作ではファイルは保存されません。

1 異なるレコードまたはレイアウトの表示
1 レコードのソートまたはソート順の変更
1 [検索]、[全レコードを表示]、[レコードを対象外に] などの検索
操作の実行、または検索条件の変更

1 ウインドウの位置やサイズの変更、またはステータスエリアの
表示/非表示の切り替え

1 レイアウトオブジェクトのデフォルト設定の変更
1 定規の表示設定の変更

これらの操作を実行した場合、ファイルの保存が実行される操作
（データの変更など）を同時に実行していなければ、変更内容は
ファイルを閉じるときに保存されません。これらの操作は小規模
な変更と見なされ、ファイルにより大規模な変更も加えていない
限り、ファイルに保存されません。

たとえば、ファイルを開き、検索を実行してからファイルを閉じ
た場合、対象レコードはファイルに保存されません。一方、ファ
イルを開き、新しいレコードを追加して検索を実行してからファ
イルを閉じた場合、対象レコードは新しいレコードとともにファ
イルに保存されます。

ファイルの保存の詳細については、ヘルプを参照してください。

モードについて
FileMaker Pro には、ブラウズモード、検索モード、レイアウトモー
ド、プレビューモードの４つのモードがあり、これらのモードを
切り替えながら操作を行います。モードは、[表示] メニュー、ス
テータスエリアの [モード] タブ、またはドキュメントウインドウ
の下部にあるモードポップアップメニューから選択することがで
きます。

使用するモード 操作内容

ブラウズ
モード

ファイル内のデータを操作するときのモードです。この
モードでは、レコードの追加、表示、編集、ソート（並べ
替え）、除外（非表示）、および削除を行うことができま
す。データ入力など、ほとんどの操作はこのモードで行い
ます。

検索モード 一連の検索条件に合った特定のレコードを検索するための
モードです。検索の結果抽出されたレコードは対象レコー
ドと呼ばれ、以降の操作では、この対象レコードだけを対
象として処理することができます。検索が終了すると、自
動的にブラウズモードになるため、そのままレコードの処
理を行うことができます。

モードポップアップ
メニュー

[モード] タブ

ステータス
エリア
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レコードの表示
FileMaker Pro では、それぞれのレイアウトに対して、３種類の表
示形式（フォーム、リスト、および表）が用意されています。表
示形式を切り替えると、レコードの表示や印刷方法が一時的に変
更されます。

これらの３種類の表示形式で同じレイアウトを表すと、次の図の
ようになります。

レイアウト
モード

画面上や印刷するレポート、ラベル、定型文書でどのよう
にデータを配置するのかを設定します。レイアウトは、
データ入力や、請求書や封筒の印刷など、個々のタスク
（業務内容）に応じて個別にデザインします。既存のレイ
アウトを変更したり、新しいレイアウトを作成する場合
は、フィールドやその他のオブジェクトを選択して配置し
ます。

プレビュー
モード

印刷を行う前に定型文書やレコード内のデータがどのよう
に配置されているのかを確認するためのモードです。プレ
ビューモードは、印刷ラベルのように複数の段を含むレイ
アウトや、集計結果を含むレポートの確認に使用すると便
利です。

レコードの表示形式 ブラウズモードまたは検索モードでの操作

１レコードずつ表示する [表示] メニューから [フォーム形式] を選択します。

リスト形式で表示する [表示] メニューから [リスト形式] を選択します。

スプレッドシート形式
で表示する

[表示] メニューから [表形式] を選択します。

使用するモード 操作内容

フォーム形式

１つの
レコード

リスト形式

表形式

１つの
レコード

フィールド
ラベル

１つの
レコード
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表形式でのレコードの表示
表形式でレコードを表示する場合は、列とレコードに対して次の
１つまたは複数を変更することができます。

アクティブなレコードの選択
ブラウズモードでは、各ウインドウに、テーブル内のアクティブな
（選択された）レコードが１つずつ表示されます。複数のウインド
ウを使用した作業の詳細については、17ページの「１ファイルで
の複数のウインドウの開き方」を参照してください。

目的 操作

列を並べ替える 列タイトルをクリックして、目的の場所までドラッグ
します。

列幅を変更する 列タイトルの端にポインタを移動します。ポインタが
左右方向の矢印（ ）に変わったら、適当な幅になる
までドラッグします。

列幅を正確に
設定する

１つまたは複数の列を選択して、右クリック
（Windows）するか、または control キーを押しながらク
リック（Mac OS）します。ショートカットメニューか
ら [列幅の設定...] を選択します。表示されるダイアログ
ボックスに幅を入力し、右側のリストから単位を選択
して [OK] をクリックします。

レコードを
ソートする

1 列タイトルをクリックします。
1 列（複数可）を選択し、右クリックするか
（Windows）、または control キーを押しながらク
リックして（Mac OS）、ショートカットメニュー
からソートの順序を選択します。複数の列を選択
する場合は、列の順序（左から右）によってソー
ト順が決まります。

注意 ［表形式の設定］ ダイアログボックスで [列の選択
時にデータをソートする ] を選択する必要があります。
このオプションを選択するには、レイアウトモードで、
右クリックするか（Windows）、または control キーを押
しながらクリックして（Mac OS）、ショートカットメ
ニューから [レイアウト設定 ...] を選択します。[レイ
アウト設定 ] ダイアログボックスの [表示 ] タブをク
リックし、[設定 ...] をクリックします。

表示形式 アクティブなレコード

フォーム形式 表示されているレコード 

リスト形式
または表形式

左側の端に垂直の太線が表示されているレコード。
別のレコードを操作するには、該当するレコードをク
リックして、レコードをアクティブにします。

表形式

列タイトル。レイアウトの１フィールドが列に表示さ
れます。タブコントロールが追加されている場合は、
すべてのパネルのフィールドが表示されます。
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ポータルの関連レコードを選択するには、ポータル行を選択して
ください。行の内側で、フィールドと行の境界の間をクリックし
ます。関連レコードとポータルについては、第 3 章「関連テーブ
ルと関連ファイルの操作」を参照してください。

レコード間の移動
レコード間を移動するには、ステータスエリアのブックアイコン
を使用します。

リスト形式での
現在のレコード

関連レコードを選択するには、
ポータルの内側をクリックします。

ポータル

目的 操作

現在のテーブルの
次のレコードに
移動する

ブックアイコンの右のページをクリックするか、
[レコード] メニューの [レコードへ移動] サブ
メニューから [次へ] を選択します。

現在のテーブルの
１つ前のレコードに
戻る

ブックアイコンの左のページをクリックするか、
[レコード] メニューの [レコードへ移動] サブ
メニューから [前へ] を選択します。

特定のレコードに
直接移動する

1 現在のレコード番号をクリックして、移動先
のレコード番号を入力し、Enter キー
（Windows）または return キー（Mac OS）を
押します。
1 Esc キー（Windows）または esc キー（Mac 

OS）を押し、移動先のレコード番号を入力
して、Enter キー（Windows）または return 
キー（Mac OS）を押します。
1 [レコード] メニューの [レコードへ移動] サブ
メニューから [指定 ...] を選択し、レコード
番号を入力します。

レコード間をすばやく
移動する

ブックマークの下のスライダを左右にドラッグし、
前方または後方へ移動します。

スライダ

現在のレコード番号
データベース内
のレコード数

ブックアイコン
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マウスのスクロールホイールを使用してレコード間を移動するこ
ともできます。詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードの表示の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードの追加と複製

レコードを追加または複製すると、レコードは現在のテーブルの
終わりに追加されます。ブラウズモードでは、現在のレコード、
または対象レコードの最後のレコードの後に、新しいレコードが
表示されます（対象レコードとは、指定された検索条件を使って
検索を行った結果抽出された一連のレコードです）。

1 レコードがソート済みの場合、新しいレコードは現在のレコー
ドの直後に表示されます。

1 レコードがソートされていない場合、新しいレコードは対象レ
コード内の最後のレコードの後に表示されます。詳細については、
37ページの「レコードのソート」を参照してください。

注意 ファイルがロック、または書き込み保護されている場合、あ
るいはレコードを作成するためのアクセス権を持っていない場合
は、レコードを追加または複製することはできません。

フィールドに自動的に値が挿入されるように定義されている場合
は、新しいレコードには適切な値が表示されます。54ページの
「入力値の自動化の定義」を参照してください。

新しいレコードに対する値の入力、または値の変更方法について
は、25ページの「フィールドへのデータの入力と変更」を参照し
てください。

関連レコードの追加と複製
関連ファイルのレコードで作業する場合は、現在のテーブルのレ
コードにデータを入力する際に、関連テーブルにもレコードを追
加することができます。

注意 現在のテーブルから関連レコードを追加するには、リレー
ションシップを定義して関連レコードを作成できるように設定し
ておく必要があります。関連テーブルがロック、または書き込み
保護されているファイルの場合、あるいはレコードを作成するた
めのアクセス権を持っていない場合は、レコードを追加または複
製することはできません。83ページの「リレーションシップの作
成」を参照してください。

リスト形式または
表形式でレコード間を
移動する

ウインドウの右側にあるスクロールバーを使用し
ます。

特定の値が入力され
ているレコードへ
移動する

27ページの「レコードの検索」を参照してくだ
さい。

目的 ブラウズモードでの操作

新しい空白レコードを
追加する

[レコード] メニューから [新規レコード] を選択し
ます。1つのフィールドが選択された状態で、空白
のレコードが表示されます。

目的 操作

既存のレコードと同じ、
または類似するデータ
を持つレコードを
すばやく追加する

複製するレコードを選択します。次に、[レコード] 

メニューから [レコード複製] を選択します。
21ページの「アクティブなレコードの選択」を参
照してください。

関連レコードを
追加、複製する

次のセクションを参照してください。

目的 ブラウズモードでの操作
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レコードの追加と複製の詳細については、ヘルプを参照してくだ
さい。

レコードの削除
レコードを削除すると、このレコード内のすべてのフィールドに
入力されていたデータが完全に削除されます。

重要 いったん削除したデータを元に戻したり、レコード削除の
操作を取り消したりすることはできません。レコードを削除する
前に、ファイルのバックアップを作成することをお勧めします。

リレーショナルデータベースを使用しているときに、[リレー
ションシップ編集] ダイアログボックスで、関連レコードを削除す
るオプションが選択されている場合は、レコードを削除した際に
関連レコードも削除されます。

目的 ブラウズモードでの操作

関連テーブルにレコー
ドを追加する

1 関連フィールドをポータルに配置している場
合は、ポータルの最後の空白行フィールドに
データを入力し、Enter キー（Windows）ま
たは return キー（Mac OS）を押します。
1 関連フィールドがポータルに配置されていな
い場合は、その関連フィールドにデータを入
力して、Enter キー（Windows）または return 
キー（Mac OS）を押します。

関連データを表示する
レコードを複製する

ポータルのレコードが選択されていないことを確
認して、[レコード] メニューから [レコード複製] 

を選択します。

ポータル内の関連レ
コードを複製する

ポータル内のレコードを選択し、[レコード] メ
ニューから [レコード複製] を選択します。

ポータルには、「製品」
テーブルの関連レコード
が表示されます。

ポータルの最終行にデータを入力すると、
関連レコードが「製品」テーブルに追加
されます。

削除対象 ブラウズモードでの操作

単一のレコード 削除するレコードを選択します。[レコード] メ
ニューから [レコード削除...] を選択し、[削除] をク
リックします。

関連レコード ポータル内のフィールドの外側をクリックして、
現在のテーブル内のポータル行を選択します。
[レコード] メニューから [レコード削除...] を選択
し、[削除] をクリックします。
注意 関連レコードを削除するには、[ポータル設
定 ] ダイアログボックスで [ポータルレコードの削
除を許可する ] を選択しておく必要があります。

一連のレコード 削除するレコードのみが対象レコードに 含まれて
いることを確認します。27ページの「レコードの
検索」を参照してください。[レコード] メニュー
から [対象レコード削除...] を選択し、[削除] をク
リックします。

データベース内の
すべてのレコード

[レコード] メニューから [全レコードを表示] を選
択し、次に、[レコード] メニューから [全レコード
削除...] を選択します。
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データの入力
注意 ファイルがロック、または書き込み保護されている場合、あ
るいは特定のレコードまたはフィールドを削除するためのアクセ
ス権を持っていない場合は、レコードを変更できないことがあり
ます。

フィールドの選択

フィールドへのデータの入力と変更
フィールドには、それぞれのフィールドタイプで制限された文字数
の範囲内でデータを入力またはインポートすることができます。
フィールドの枠内に納まるだけのデータを表示、印刷することが
できます。

目的 ブラウズモード、または検索モードでの操作

フィールドを選択する フィールド内でクリックします。

フィールドの内容を
選択する

フィールドを選択し、[編集] メニューから [すべて
を選択] を選択します。

タブ順に次の
フィールドへ
移動する

Tab キー（Windows）または tab  キー（Mac OS）を
押します。
注意 Returnキーまたは Enterキーを次のフィール
ドへの移動に使用するキーに設定するには、レイ
アウトモードでフィールドを選択して、[書式 ] 
メニューの [フィールド /コントロール ] サブメ
ニューから [動作 ...] を選択します。
ボタンおよびタブコントロールは、タブ順に含め
ることができます。前面に表示されていないタブ
パネル上のフィールドは無視されます。

タブ順に１つ前の
フィールドへ移動する

Windows の場合は、Shift+Tab （有効である場合は、
Shift+Return または Shift+Enter も可）を押します。
Mac OS の場合は、shift-tab、shift-enter、または 

shift-return を押します。

値一覧の項目に
移動する

矢印キーを押します。

目的 ブラウズモードでの操作

テキストフィールドに
データを入力する

10 億文字までのテキストを入力します。
注意 オートコンプリートが設定されてい
るフィールドの場合、入力に応じて候補値
が表示されます。

数字フィールドに
データを入力する

10400 から 10-400 までの数値を入力します。

日付フィールドに
データを入力する

フィールドの１行に日付を入力します。
“2005/3/3”のように、年、月、日を「-」
（マイナス）や「/」（スラッシュ）などの数
字以外の文字で区切って入力します。日付
を入力するとき、年と月、月と日の間に
「+」を入力すると和暦を入力することがで
きます。明治は M、大正は T、昭和は S、
平成は H を先頭に付けて、和暦の年を入力
します。MTSH のアルファベットは大文字
でも小文字でも、全角半角どちらでもかま
いません。ただし、「平成」のように漢字で
入力することはできません。入力後、和暦
の年号や記号などは西暦の年数とシステム
書式の標準記号に変更されます。和暦で表
示するには、レイアウトで日付書式を設定
します。
注意 「:」（コロン）を日付セパレータとし
て使用することはできません。
重要 ２桁の西暦の日付を入力した場合、
ヘルプで説明されている変換方法を使用し
て、４桁の西暦の日付に変換されます。変換
時に日付が誤って解釈されるのを避けるた
め、日付を使用する場合は必ず年を４桁に
してください。
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日付フィールド、数字
フィールド、または
テキストフィールドに
現在の日付を入力する

[挿入] メニューから [現在の日付] を選択し
ます。
使用可能な場合、日付はドロップダウンカ
レンダーから選択してください。

時刻フィールドに
データを入力する

次のいずれかの書式で、時刻（または時間）
を入力します。数字、日付、時刻フィール
ドのデータ（数値や記号など）は、入力後
すべて１バイトの文字に変換されます。
1 時
1 時と分
1 時、分、および秒
1 時、分、秒、および小数秒
時、分、秒の間は「:」（コロン）で区切ります。
小数秒は「.」（ピリオド）で区切ります。
時刻は 24 時間形式、または 12 時間形式で入
力します。AM や PM を表す表示は省略する
ことができます （AM をつけた場合は、
12:00 未満の値と解釈されます）。

時刻フィールド、数字フィー
ルド、またはテキストフィー
ルドに現在の時刻を入力する

[挿入] メニューから [現在の時刻] を選択し
ます。

タイムスタンプフィールドに
データを入力する

2005/10/15 3:15:05 のように日付と時刻を入
力します。年、月、日を「-」（マイナス）
や「/」（スラッシュ）などの数字以外の文字
で区切って入力します。
注意 「:」（コロン）を日付セパレータとし
て使用することはできません。
続いて、時刻を次のいずれかの書式で入力
します。
1 時と分
1 時、分、および秒
1 時、分、秒、および小数秒
1 24 時間形式でない場合は、AM または 

PM を入力します。
時、分、秒の間は「:」（コロン）で区切ります。

目的 ブラウズモードでの操作

タイムスタンプフィールドに
現在の日付と時刻を
入力する

[挿入] メニューから [現在の時刻] を選択し
ます。
使用可能な場合、日付はドロップダウンカ
レンダーから選択してください。

フィールドにタブ文字を
挿入する

タブの挿入先をクリックします。Ctrl+Tab

（Windows）または option-tab（Mac OS）を
押します。

フィールドからデータを
削除する

データを選択して、Backspace キーか 

Delete キー（Windows）、または delete キー
か del キー（Mac OS）を押します。

オブジェクトフィールドに
データを追加する

詳細については、ヘルプを参照してください。

オブジェクトフィールドに
ファイルを挿入する

詳細については、ヘルプを参照してください。

値一覧（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、または
ラジオボタンとして設定され
ているフィールド）にデータ
を追加する

詳細については、66ページの「レイアウト
へのチェックボックスセットやその他コン
トロールの設定」を参照してください。

フィールドに入力された
テキストを編集、書式設定、
またはスペルチェックする、
または辞書を編集する

詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 ブラウズモードでの操作
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レコードの検索
レコードを検索するには、検索モードで作業します。検索条件（検
索する値または値群）を検索指定フォーム（データが入力されて
いない空のレコードのような形で表示されます）のフィールドに
入力します。検索が開始されると、テーブル内のすべてのレコー
ドがチェックされ、指定した検索条件と一致する値が入力されて
いるすべてのレコードを抽出します。抽出されたレコードは、対
象レコードと呼ばれ、次の処理では、抽出された対象レコードだ
けがブラウズの対象になります。検索条件に一致しないレコード
は除外されます。対象レコードは、絞り込みまたは拡大すること
ができます。

このため、対象レコードに焦点を絞って作業を行うことができま
す。たとえば、これらのレコードを使用して、データの表示、編
集、合計の計算、ソート、印刷、削除、エクスポート、および更
新などの処理を行うことができます。また、新しいウインドウを
開き、同じデータに対して異なる検索条件を指定して実行するこ
ともできます。

集計フィールド、オブジェクトフィールド、またはグローバル索
引オプションが定義されているフィールドに対して、検索を実行
することはできません。

検索条件の指定

検索条件を作成するには、次の操作を行います。

1. 検索条件を入力するフィールドを持つレイアウトを表示します。
レイアウトを切り替えて複数のレイアウトに検索条件を入力する
ことができます。

2. [表示] メニューから [検索モード] を選択します。
3. 検索条件指定画面で、検索に使用するテキスト、数字、日付、時
刻、タイムスタンプ、または計算のフィールドを選択し、そのフィー
ルドに値を入力します。

演算子を含んだ検索条件を入力するときは、記号ポップアップメ
ニューを使用します。

4. ステータスエリアの [検索] ボタンをクリックするか、[検索条件]
メニューから [検索実行] を選択します。
検索条件の実行中または実行後に次の操作を行うことができます。

目的 操作

終了する前に検索操作を
キャンセルし、対象レコード
を検索前の状態にする

Esc（Windows）キーまたは 2-.（ピリオド）
（Mac OS）を押します。

検索処理を実行した後で、
その条件を変更したり、
さらに細かく設定する

36ページの「最後に行った検索の表示、繰
り返し、または変更」を参照してください。

既存の対象レコードを
絞り込む

33ページの「対象レコードの絞り込み」を
参照してください。

既存の対象レコードを
拡大する

34ページの「対象レコードの拡大」を参照
してください。

検索の実行に使用する
フィールドを含むレイ
アウトを選択します。

検索条件をフィールド
に入力します。

矢印をクリックして
演算子を表示します。

クリックすると検索が
開始されます。
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フィールドのデータに基づいた即時検索
検索モードに移動することなく、フィールドのデータに基づいた
即時検索を行うことができます。フィールド全体、またはフィー
ルド内の一部のテキストに基づいて検索することができます。詳
細については、ヘルプを参照してください。

1. ブラウズモードで、検索対象フィールドのテキストを選択し
ます。
2. 選択したテキストを右クリック（Windows）するか、または control
キーを押しながらクリック（Mac OS）します。ショートカットメ
ニューから、[一致するレコードを検索] を選択します。

レコード内のテキストの検索
テキストフィールドまたは結果としてテキストを返す計算フィー
ルドのテキストを検索することができます。

語句や完全一致を検索する場合を除き、検索されたフィールドに
は、指定した値以外の値も含まれる可能性があります。また、検
索される値は、任意の順序になっている可能性もあります。たと
えば、「Accommodation」という名前のフィールドに“hotel”と入
力すると、「Hotel」、「Discount Hotel」、「Hotels, Luxury」のレコー
ドが検索されます。

もう一度全レコードを
表示する

ブラウズモードで、[レコード] メニューか
ら [全レコードを表示] を選択します。
検索モードで、[検索条件] メニューから 

[全レコードを表示] を選択します。
検索を実行する前に [全レコードを表示] を
選択する必要はありません。既存の対象レ
コードを絞り込まない限り、テーブル内の
すべてのレコードが検索されます。

別のウインドウを開き、
同じデータに対して
異なる検索条件を実行する

[ウインドウ] メニューから [新規ウインドウ] 

を選択します。

目的 操作
検索対象

フィールドに
入力する値 例

特定の文字で始まる単語
（日本語以外の言語を
使用するフィールドが
対象）

検索する文字を
入力します。

“Chris Smith”と入力する
と、「Chris Smith」、「Smith 

Chris」、「Chris Smithson」、
および「Smith Christenson」
が検索されます。

特定の文字で始まる単語
（日本語のフィールド
のみ）

検索する文字を
= と * の間に
入力します。

1“=小田 *”と入力する
と、「小田」、「小田
山」、および「小田川」
が検索されます。
1“=Chris* =Smith*”と入
力すると、「Chris 
Smith」、「Smith Chris」、
および「Smith」が検
索されます。

日本語のフィールド内に
入力されている特定の
文字を含む単語

検索する文字を
入力します。

“京都”と入力すると、
「京都」、「東京都」、および
「京都府」が検索されます。

特定の文字列 スペースや句読点
を含むテキストを
ダブルクォーテー
ションマーク（"）
で囲んで入力
します。

“"株式会社 平成堂"”と入
力すると、「株式会社 平成
堂」は検索されますが、
「平成堂 株式会社」は検索
されません。
“", Ltd."”と入力すると、
名前に「", Ltd."」という文
字が含まれている会社はす
べて検索されますが、コン
マの付いていない会社の名
前は検索されません。

１文字以上の任意の
文字を含む文字列

どの文字が挿入さ
れても構わない
位置にワイルド
カード文字（@）
を1文字に1つずつ
入力します。

“小@川”と入力すると、
「小田川」や「小野川」が
検索されます。
“@on”と入力すると、
「Don」と「Ron」は検索さ
れますが、「Bron」は検索
されません。
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無効な文字 ? 無効な文字は、空白として
表示されます。
注意 「?」を検索するには、
“?”と入力してください。

０文字以上の任意の
文字列を含む文字列

どのような文字が
挿入されても構わ
ない位置にワイル
ドカード文字（*）
を入力します。

“小*川”と入力すると、
「小川」、「小田川」、「小野
川」などが検索されます。
“J*r”と入力すると、「Jr.」
や「Junior」などが検索さ
れます。
“*川一*”と入力すると、
「小川一郎」や「小野川一
明」などが検索されます。

テキストフィールド内の
数字

それぞれの数字に
# 文字を入力し
ます。

“#”と入力すると、「3」は
検索されますが、「30」は
検索されません。
“##”と入力すると、「30」
は検索されますが、「3」や
「300」は検索されません。

句読点やスペースなどを
含む記号または
英数字以外の文字

スペースや句読点
を含む文字を
ダブルクォーテー
ションマーク（"）
で囲んで入力
します。

“"@"”と入力すると、「@」
（または電子メールアドレ
スなど）が検索されます。
“","”と入力すると、コン
マを含むレコードが検索さ
れます。
“" "”と入力すると、ス
ペースが３つ並んでいる
データが検索されます。

検索対象
フィールドに
入力する値 例

アクセント記号付きの
単語

スペースや句読点
を含むテキストを
ダブルクォーテー
ションマーク（"）
で囲んで入力
します。

“"òpera"”と入力すると、
「òpera」は検索されます
が、「opera」は検索されま
せん。
ダブルクォーテーション
マークで囲まずに“òpera”
と入力すると、「òpera」と
「opera」の両方が検索され
ます。

特定の文字列
（単語の一部など）を
含む文字列

文字列をダブル
クォーテーション
マーク（" "）で
囲みます。どのよ
うな文字がきても
構わない部分に
“*”を入力します。

“*"山県の名産"”と入力す
ると、 「和歌山県の名産」
や「 岡山県の名産」など
が検索されます。

大文字と小文字を
区別するテキストの
検索

フィールドの索引
設定のためのデ
フォルト言語を 

Unicode に変更
します。
注意 この処理を
行うと、レコード
のソート順が変わ
ります。詳細につ
いては、ヘルプを
参照してください。

“fred”と入力すると、
「fred」は検索されますが、
「Fred」は検索されません。

ひらがな/カタカナ、
濁点/半濁点/濁点なし、
拗音と促音のかな/通常の
かな、かなの濁音/濁音な
しの繰り返し記号を区別
しないゆるやか検索方法
を使用する日本語の文字
（日本語の索引が設定され
たフィールドでのみ利用
できます）

~ （ゆるやか記号）
の後に、検索する
文字を入力します。

“~は”と入力すると、
「は」、「ば」、「ぱ」、「ハ」、
「バ」、および「パ」が検索
されます。

検索対象
フィールドに
入力する値 例
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数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの検索
数字、日付、タイムスタンプ、および時刻を正しく検索するには、
それぞれに対応したフィールドタイプ（または対応するフィール
ドタイプを返す計算フィールド）で入力する必要があります。
48ページの「フィールドタイプの選択」を参照してください。

重要 日付を操作する際に混乱を避けるため、必ず４桁の西暦を
使用してください。詳細については、ヘルプトピック「２桁の西
暦の処理方法」を参照してください。

FileMaker Pro で認識され
るデータベース構文など、
特別な意味を持つ文字
@、*、#、?、!、=、<、
>、"

検索する特殊文字
の前に \記号を入力
します。

“\"Joey\"”と入力すると、
「"Joey"」が検索されます。
“joe\@abc.net”と入力する
と、電子メールアドレス
「joe@abc.net」が検索され
ます。

指定したテキストに
完全に一致するレコード

==（２つの等号記
号）を付けて文字
列を入力します。

たとえば、「名前」フィー
ルドに「鈴木 理香」、「鈴
木 リカ」、「鈴木」が含ま
れていた場合、“==鈴木”
と入力すると、「鈴木」だ
けが検索され、「鈴木理香」
と「鈴木リカ」は検索され
ません。
“==鈴木 リカ”と入力する
と、「鈴木 リカ」だけが検
索され、「鈴木」と「鈴木 

理香」は検索されません。

指定した単語に完全に
一致する単語

= “=小田”と入力すると、
「小田」は検索されますが、
「小田川」や「小田山」は
検索されません。
“=小田 =弘”と入力する
と、 「小田 弘」や「弘 小
田」は検索されますが、
「弘」や「小田川 弘二」な
どは検索されません。

特定の範囲に一致する情報 31ページの「特定
の範囲に一致する
情報の検索」を参
照してください。

検索対象
フィールドに
入力する値 例

検索対象
検索フィールドに
入力するデータ 例

数字フィールドまたは
結果として数字を返す
計算フィールドの数値

ファイルの作成時
に指定された書式
（[システム書式の使用] 

を選択した場合を除く）
で数字を入力します。

“.50”と入力すると、
「.5」、「.50」、「$.50」、
「50%」などが検索され
ます。

数字フィールドまたは
結果として論理値を返す
計算フィールドの論理値

1（真の値を検索する
場合）
0（偽の値を検索する
場合）

“1”と入力すると、「1」
が検索されます。
“0”と入力すると、「0」
が検索されます。

日付フィールドまたは
結果として日付を返す
計算フィールドの日付

ファイルの作成時に
指定された書式（[シ
ステム書式の使用] を
選択した場合を除く）
で、日付を入力しま
す。日付は数字で入
力し、区切り文字で
区切ります。

“2005/3/3”と入力すると、
「2005/3/3」、 「2005 年３月
３日」および「2005-3-3」
などが検索されます。

日付フィールドまたは
計算結果として日付を
返す計算フィールドの
今日の日付

// “//”と入力すると、現在
の日付が 2005/4/4 の場
合、「2005 年４月４日」
などが検索されます。
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特定の範囲に一致する情報の検索

時刻フィールドまたは
結果として時刻を返す
計算フィールドの時刻

ファイルの作成時に
指定された書式
（[システム書式の使用] 

を選択した場合を除く）
で時刻を入力します。
各要素（時分秒）は
数値で入力し、コロン
（:）で区切ります。

“12:53:09”と入力する
と、「12:53:09」が検索さ
れます。

タイムスタンプフィールド
または結果として
タイムスタンプを返す
計算フィールドの
タイムスタンプ

ファイルの作成時に
指定された書式（[シ
ステム書式の使用] を
選択した場合を除く）
で日付を入力します。
日付は数字で入力し、
区切り文字で区切り
ます。続いて、ファ
イルの作成時に指定
された書式で時刻を
入力します。各要素
（時分秒）は数値で入
力し、コロン（:）で
区切ります。

“2005/3/3 12:53:09 PM”
と入力すると、
「2005/3/3 12:53:09 PM」
が検索されます。

無効な日付、時刻、
タイムスタンプ、
または日付や時刻の
計算結果

? “?”と入力すると、日付
フィールドの「次の火曜
日」や「2005/2/33」、時刻
フィールドの「深夜」な
どが検索されます。

数字フィールドまたは
結果として数字を返す
計算フィールドの無効な
データ（数字が含まれな
いフィールド）

? “?”と入力すると、
「twelve」は検索されます
が、「12」または
「twelve30」は検索されま
せん。

検索対象
検索フィールドに
入力するデータ 例

曜日の検索（日付
またはタイムスタンプの
フィールド）

曜日を検索します。
注意 曜日検索では、
“金曜日”または
“金”のように、
完全または短縮形の
どちらでも入力する
ことができます。

“火曜日”と入力すると、
火曜日になるすべての日
付を検索します。
“=木”と入力すると、木
曜日になるすべての日付
を検索します。

日付または時刻の要素の
有効な値だけの検索
（日付、時刻、または
タイムスタンプの
フィールド）

* または要素を
未指定のままにし、
検索対象になる
その他の要素を
指定します。

“*/3/3”と入力すると各
年の３月３日が検索され
ます。
“*:15”と入力すると、
各時の 15 分過ぎがすべ
て検索されます。
“*/1/1 7 PM”と入力する
と、各年の１月１日の７
時のタイムスタンプが検
索されます。
注意 年が指定されてい
ない場合、現在の年として
解釈されます。“3/3”と
入力すると、現在の年の
３月３日が検索されます。

指定した範囲内の情報 次のセクションを
参照してください。

目的 使用する演算子 例

演算子の右側の値よりも
小さい値を検索する

< <40

<2005/9/7

<M

演算子の右側の値に等しいか、
これよりも小さい値を検索する

<=

または ≤（Mac OS）
<=95129

≤05:00:00

<=M

検索対象
検索フィールドに
入力するデータ 例
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関連フィールドのデータの検索
ポータルまたはレイアウト上に直接配置している関連フィールド
に検索条件を入力することができます。

関連フィールドで検索を実行すると、入力した条件に一致する関
連レコードを含むすべてのレコードが表示されます。たとえば、
「請求書」ファイルと、その明細を関連レコードとして表示する
ポータルがあるとします。そのフィールドに「コンピュータ」と
いうデータが入力されているレコードを検索するには、検索モー
ドでポータル内のいずれかの行に“コンピュータ”と入力します。
関連フィールドの詳細については、第 3 章「関連テーブルと関連
ファイルの操作」を参照してください。

関連レコードの除外については、34ページの「検索条件に一致し
ないレコードの検索」を参照してください。

演算子の右側の値よりも
大きい値を検索する

> >95129

>2005/9/7

>M

演算子の右側の値に等しいか、
これよりも大きい値を検索する

>= 

または ≥（Mac OS）
>=100

>=2005/9/7

≥8:00

≥M

指定した範囲内の値を検索する。
範囲は、データタイプによって
異なります。
1 数字 : 一番小さい数字から
一番大きい数字
1 日付と時刻 : 最も古い日付 /時刻
から一番現在に近い日付 /時刻
1 テキスト :単語の索引順に基づ
く、最初の単語から最後の単語
（ソート順ではありません。）

.. または ... 

（２つまたは
３つのピリオド）

12:30...17:30

2005/1/1..2005/6/6

A...M

日付の検索 検索フィールドに入力するデータ

2005 年６月 2005/6

1997 年７月から 1998 年 10 月まで 1997/7...1998/10

金曜日になる日付 =金曜日

2006 年 10 月または 11 月の 

10 日から 16 日まで
（日付形式が YYYY/MM/DD の場合）

2006/{10..11}/{10..16}

時代が明治で、1868 年から 1912 年の
３月１日

m*/3/1

時代が昭和で、1930 年から 1940 年の 

12 月 31 日
S{5..15}+12+31

目的 使用する演算子 例 時刻の検索 検索フィールドに入力するデータ

午後３時台 3 PM

午前 8:00 から午後 8:59:59 まで 8 AM..8 PM

午前中 AM

午後 4:30、5:30、6:30 のいずれか {4..6}:30 PM

タイムスタンプの検索 検索フィールドに入力するデータ

現在の日付の午後３時台 // 3 PM

2005 年５月の午後７時台 2005/5 7 PM

2006 年の月曜日 =2006 月

2006 年 11 月 10 日から 16 日までの
午後３時から午後５時台
（日付形式が YYYY/MM/DD の場合）

2006/11/{10..16} {3..5} PM
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空白、または空白ではないフィールドの検索

重複する値の検索
１つまたは複数のフィールドに重複する値が含まれるすべてのレ
コードを検索することができます。たとえば、固有ではないレコー
ドをすべて抽出してから、使用するレコードと削除するレコード
を決めることができます。

重複するレコードすべてを検索するには、[表示] メニューから [検索
モード] を選択し、フィールドに“!”を入力します。

複数の検索条件に一致するレコードの検索
複数の検索条件を使用することで、検索により抽出される対象レ
コードを絞り込んだり、広げることができます。

論理式 AND での検索

1つの検索指定フォームの各フィールドに値を入力します。目的の
レコードだけが検索されるようになるまで、フィールドデータを
指定します。条件を設定したら [検索] ボタンをクリックするか、
[検索条件] メニューから [検索実行] を選択します。

データベースを検索するたびに検索結果を徐々に狭めていき、よ
り具体的な内容を検索することができます。次のセクションを参
照してください。

対象レコードの絞り込み

たとえば、営業担当の全従業員を検索した後、検索を絞り込み、
「佐藤」という名前の営業担当の全従業員を検索することができます。

1. 検索モードで、検索を実行して、営業部門の全従業員を検索し
ます。
対象レコードがブラウズモードで表示されます。

2. 検索モードに切り替え、条件を入力して検索を絞り込みます（「名
字」フィールドに“佐藤”と入力します）。
3. [検索条件] メニューから [対象レコードの絞り込み] を選択
します。
対象レコードが「佐藤」という名前の営業部門の従業員で構成さ
れるようになります。

検索するフィールド 検索フィールドに入力するデータ

入力済のフィールド（すでにデータ
が入っているフィールド）

*

空白のフィールド =

E154請求書 ID

伊藤 竜次名前

項目 ID 項目名
I100 コンピュータ
I202 机
I153 電気スタンド
I229 本棚
I448 イス

検索条件

E153請求書 ID

村上 竜太名前

項目 ID 項目名
I202 机
I443 長テーブル
I153 電気スタンド
I288 円テーブル
I100 コンピュータ

請求書 ID

名前

項目 ID 項目名
コンピュータ

E152請求書 ID

坂田 譲治名前

項目 ID 項目名
I384 回転イス
I554 パネル
I288 円テーブル
I100 コンピュータ
I448 イス

テーブル内のレコード
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注意 ブラウズモードで対象レコードを素早く絞り込むには、
ショートカットメニューを使用します。フィールドで（または
フィールド内の値の一部を選択し）、右クリック（Windows）また
は control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、[対象レコー
ドの絞り込み]を選択します。

論理式 OR での検索

最初の検索条件を入力します。[検索条件] メニューから [新規検索
条件] を選択します。２つめの検索条件を入力します。条件を設定
したら、[検索] ボタンをクリックします。

複数の検索条件間を移動するには、[検索条件] メニューの [検索条
件へ移動] または検索モードのブックアイコンを使用します。

例:

1 「都市名」フィールドにニューヨークまたはパリが入力されて
いるすべてのレコードを検索するには、最初の検索条件の「都市
名」フィールドに“ニューヨーク”と入力し、別の検索条件の同
じフィールドに“パリ”と入力します。

1 従業員が100 人より多い会社または資本金が 100 億円よりも多
い会社を検索するには、最初の検索条件の「従業員数」フィール
ドに“>100”と入力し、別の検索条件の「資本金」フィールドに
“>10000000000”と入力します。

1 中学２年生で代数を選択している生徒と中学３年生で幾何学
を選択している生徒を検索するには、最初の検索条件の「学年」
フィールドに“2”を、「科目」フィールドに“代数”と入力し、
別の検索条件の「学年」フィールドに“3”を、「科目」フィール
ドに“幾何学”と入力します。

対象レコードを拡大すると、もう一度始めからやり直すことなく、
検索範囲を広げて該当するその他のレコードを含めることができ
ます。次のセクションを参照してください。

対象レコードの拡大

たとえば、東京の顧客を検索した後、検索を拡大して、大阪の顧
客も検索することができます。

1. 検索モードで、検索を実行して、東京の顧客を検索します。
対象レコードがブラウズモードで表示されます。

2. 検索モードに切り替え、条件を入力して検索を絞り込みます（「都
市名」フィールドに“大阪”と入力します）。
3. [検索条件] メニューから [対象レコードの拡大] を選択します。
対象レコードが、東京と大阪の顧客で構成されるようになります。

注意 ブラウズモードで対象レコードを素早く拡大するには、
ショートカットメニューを使用します。フィールドで（または
フィールド内の値の一部を選択し）、右クリック（Windows）また
は control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、[対象レコー
ドの拡大] を選択します。

１つの検索条件に一致し、別の検索条件には一致しないレ
コードの検索

たとえば、住所が大阪府で大阪市以外の業者名を検索する場合な
ど、特定の検索条件に一致するレコードを除外して検索項目を絞
り込むには、35ページの「一部のレコードを除外しながらレコー
ドを検索」を参照してください。

検索条件に一致しないレコードの検索
検索を実行する際に特定のレコードを除外（対象外に）すること
ができます。つまり、指定した条件に一致しないデータベース内
の情報を検索することができます。たとえば、過去 30 日以内に作
成されたレコードを除く、すべての請求書を検索することができ
ます。
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検索条件に一致しないレコードの検索

たとえば、ロンドンの分を除いた売上レコードすべてを検索する
には、次の操作を行います。

1. 検索モードで、除外するレコードの条件を入力します。
2. ステータスエリアの [除外] を選択します。

 

3. [検索] ボタンをクリックします。

一部のレコードを除外しながらレコードを検索

たとえば、住所が大阪府の業者の中で大阪市内の業者を除いたレ
コードを検索するには、次の操作を行います。

1. 検索モードで、検索するレコードの検索条件を入力します（ここ
では「都道府県」フィールドに“大阪府”と入力します）。
2. [検索条件] メニューから [新規検索条件] を選択します。
3. 除外するレコードの検索条件を入力します（ここでは「市町村
区」フィールドに“大阪市”と入力します）。
4. [除外] を選択します。
5. [検索] ボタンをクリックします。

次の点に注意してください。

1 除外の対象となる条件を複数設定することができます。

1 FileMaker Proでは、検索条件の作成された順序に従って検索作
業を実行します。たとえば、アメリカとフランスの顧客を含む顧
客データベースを検索するとします。

1 最初の検索条件ではパリの顧客全員が抽出され、次の検索条
件ではアメリカの顧客全員が除外される場合、対象レコードに
は、フランスのパリの顧客は全員抽出されますが、テキサス州
のパリの顧客をはじめ、アメリカの顧客は全員が対象外となり
ます。
1 検索条件の順序が逆になった場合（最初の条件でアメリカの
顧客全員が除外され、次の条件でパリの顧客全員が抽出される
場合）、対象レコードには、フランスのパリの顧客全員とテキサ
ス州のパリの顧客全員が含まれ、それ以外のアメリカの顧客全
員が対象外となります。
1 ポータル行の関連レコード（または、関連レコードのセット）
を除外するには、リレーションシップ、または照合フィールドの
少なくとも１つの値を変更する必要があります。これにより、関連
レコードの照合フィールドは、現在のレコードの照合フィールド
と一致しなくなります。関連フィールドの詳細については、第 3
章「関連テーブルと関連ファイルの操作」を参照してください。

1 別のウインドウを開き、同じデータに対して異なる検索条件を
実行することもできます。17ページの「１ファイルでの複数のウ
インドウの開き方」を参照してください。

1 検索により抽出された対象レコードからレコードを除外する
には、36ページの「対象レコードの非表示と対象外レコードの表
示」を参照してください。

検索条件の削除と復帰
検索条件を削除するには、削除する検索条件に移動して、[検索
条件] メニューから [検索条件削除] を選択します。

検索条件を復元して、直前に確定した状態に戻すには、[検索条
件] メニューから [検索条件復帰...] を選択します。検索条件が確定
されるのは、すべてのフィールドの外でクリックしたり、別のレ
イアウトや検索条件に移動したり、検索処理を実行したりした場
合などです。

[除外] を選択して、検索条件に一致す
るレコードを除外します。
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最後に行った検索の表示、繰り返し、または変更
最後に確定した検索条件を表示するには、[レコード] メニューか
ら [検索条件を変更] を選択します。そのまま対象レコードに戻る
には、[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。[検索
条件を変更...] を選択後、同じ条件で検索作業を繰り返すには、
[検索] ボタンをクリックします。異なる条件で検索する場合は、
必要に応じて検索条件を変更し、[検索] ボタンをクリックします。

対象レコードの非表示と対象外レコードの表示
対象レコードに含まれていないレコードは除外または対象外の状
態になっています。新たに検索処理をすることなく、対象レコー
ドからレコードを除外することができます。

重要 除外レコードとは、一時的に対象レコードから除外された
レコードで、データベース内にはまだ保存されています。 

データの検索と置換
ワードプロセッサアプリケーションと同様に、レコードまたは検
索条件内の複数のフィールド（関連フィールドを含む）のデータ、
レコードまたは検索条件の対象レコードのデータ、あるいはレイ
アウト内のテキストオブジェクトのデータを検索および置換する
ことができます。オブジェクトフィールドを除く任意のタイプの
フィールドのデータや、変更できないフィールドのデータを検索
することができます。

レイアウトにタブコントロールが追加されている場合、ブラウズ
または検索モードでは、データの検索および置換の対象は前面の
タブパネルのみになります。レイアウトモードでは、すべてのタ
ブパネルがデータの検索および置換の対象になります。

1. ブラウズモード、検索モード、またはレイアウトモードで、[編集]
メニューの [検索/置換] サブメニューから [検索/置換...] を選択し
ます。
2. [検索:] ボックスに、検索するデータを入力します。[置換:] ボッ
クスに、置換用のデータを入力します。
ポップアップメニュー、ラジオボタン、またはチェックボックス
として書式設定されたフィールドのデータを置換することはでき
ません。これらのフィールドはカウントされ、[すべてを置換] 操
作の終了時に、省略されたことが報告されます。

3. 次の表に従って、使用する検索オプションを選択します。

目的 操作

特定のレコードを
除外する

除外するレコードを表示または選択し、[レコード] 

メニューから [レコードを対象外に] を選択します。

一連のレコードを
除外する

レコード群の先頭のレコードを表示または選択し、
[レコード] メニューから [複数レコードを対象外に...] 

を選択します。[複数レコードの除外] ダイアログ
ボックスで除外するレコードの数を指定し、[除外] 

をクリックします。

除外されたレコード
セットを表示する

[レコード] メニューから [対象外のみを表示] を選
択します。

ファイル内のすべての
レコードを表示する

[レコード] メニュー（ブラウズモード）または [検
索条件] メニュー（検索モード）から [全レコード
を表示] を選択します。

選択するオプション 目的

[検索方向:] リストの
オプション

検索の方向を [前方へ]、[後方へ]、または [全体] か
ら選択します。

[大文字と小文字を
区別する]

[検索:] ボックスに入力したデータに大文字および
小文字が一致するデータだけを検索します。
注意 日本語のデータが含まれるファイルでは、
[大文字と小文字を区別する ] オプションの選択を
解除して検索を実行しても、同じ読みの全角文字
と半角文字の両方が同時に検索されるわけではあ
りません。両方の文字を完全に検索して置換する
には、全角文字と半角文字に対して別々の検索を
実行してください。
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4. 次のボタンの１つをクリックして、目的のタイプの検索/置換操
作を実行します。

データの検索と置換の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードのソート
FileMaker Pro では、レコードはファイルに追加された順序で保存
されます。レコードをソートし、表示、更新、または印刷などの
処理に応じて一時的に再編成することができます。

レコードをソートする場合には、どのフィールドのデータを基準
にソートするのかを指定します。基準となるフィールドは複数指
定することができます。レコードは、最初のソートフィールドの
内容を基にして編成されます。最初のソートフィールドの内容が
複数レコードで同一であった場合は、２番目のソートフィールド
を使って、再度並べ替えが行われ、これが繰り返されます。レコー
ドは、昇順または降順に並べ替えることができるだけでなく、独
自の順序で並べ替えることもできます。

ソートされたレコードの順序は、次回に検索処理、新規レコード
の追加、またはレコードのソートが行われるまで変わりません。

対象レコードをソートするには、次の操作を行います。

1. ブラウズモードで [レコード] メニューから [レコードのソート...]
を選択します。
2. [レコードのソート] ダイアログボックスで、ソート対象フィール
ドを、並べる順序で選択し、ソートオプションを選択します。
現在のレイアウトに表示されているソートフィールドを選択する
には、どのテーブルのものであろうと、テーブルリストから [現在
のレイアウト（レイアウト名）] を選択し、リスト内のフィールド
をダブルクリックします。

現在のレイアウトのテーブルでソートフィールドを選択するに
は、それが現在のレイアウトであるかどうかに関わらず、テーブ
ルリストから [現在のテーブル（テーブル名）] を選択し、リスト
内のフィールドをダブルクリックします。

ソートオプションの詳細については、ヘルプを参照してください。

3. [ソート] をクリックします。
Esc キー（Windows）または 2-ピリオド（Mac OS）を押してソー
ト処理を中止させることができます。

[完全に一致する
単語だけを検索する]

単語全体のデータ、スペースまたは句読点（ある
いはその両方）で区切られたデータだけを検索し
ます。

[検索範囲:] の
オプション

ブラウズモードでは、現在のレイアウトのすべて
のレコード、または現在のレコード内のみを検索
します。
検索モードでは、現在のレイアウトのすべての検
索条件、または現在の検索条件のみを検索します。
注意 レイアウトモードでは、現在のレイアウト
内のみを検索します。

[検索対象:] の
オプション

ブラウズモードおよび検索モードでは、現在のレ
イアウトのすべてのフィールド内、または現在の
フィールド内のみを検索します。

操作 目的

[次を検索] [検索:] に入力したデータに次に一致するデータを検索
して選択します。

[置換後、検索] [検索:] に入力したデータに一致する選択データがある
場合は、 [検索:] のデータを [置換:] のデータに置換後、
次に一致するデータを検索して選択します。
[検索:] に入力したデータに一致する選択データがない
場合は、[検索:] のデータに最初に一致するデータを検
索して選択します。

[置換] [検索:] に入力したデータを [置換:] のデータで置換し
ます。

[すべてを置換] [検索:] に入力したデータに一致するすべてのデータを 

[置換:] のデータで置換します。
[すべてを置換] 操作の終了後に、検索および置換され
たデータの数の概要が表示されます。

選択するオプション 目的
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注意 フィールドのショートカットメニューを使用すると、[レ
コードのソート] ダイアログボックスを開かずに、そのフィールド
を基準にレコードをソートすることができます。

レコードのソートの詳細については、ヘルプを参照してください。

データベースのプレビューと印刷

FileMaker Proでは、次のような情報を印刷することができます。

1 データベース内のすべてのレコード、レコードの一部、または
現在のレコードのみ

1 空白レコードを使用した手書き用の入力フォーム
1 データベースの構造を確認するためのスクリプト、フィール
ド、テーブル、およびリレーションシップの定義

1 PDFファイルとして保存されたデータ

FileMaker Proでは、現在使用されているレイアウトでレコードを
印刷します。同じデータを別の形式で印刷するレイアウトを作成
することができます。たとえば、レコードを表レイアウトに印刷
したり、集計、ヘッダ、およびフッタを持つソート済みの複雑な
レポートに印刷することができます。また、郵送ラベルや封筒用
のレイアウトを作成することもできます。
レイアウトモードで [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、表示されるオプションを利用すると、この
ようなレイアウトとレポートを簡単に作成することができます。
57ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照してください。

 

ページ余白のサイズ設定、フィールド内の余分なスペース詰め、
およびオブジェクトを印刷しない設定が可能です。

レイアウト上のデータのプレビュー
プレビューモードに切り替えると、レコードがどのように印刷さ
れるかを画面上で確認することができます。プレビューモードで
は、フィールドに情報を入力したり、フィールド内の情報を編集
することはできません。

電話番号一覧の印刷

レイアウト切り替え [電話番号一覧]

レコードのソート [ソート順: 名（昇順）]

[ソート順を記憶する; ダイアログなし]

プレビューモードに切り替え
[一時停止]

印刷するs

[ダイアログなし]

ブラウズモードに切り替え

姓名 電話番号

青山 守 03-8456-7893
稲垣 順次 045-999-8888
大山 優美子 03-8888-1111
小川 健太郎 03-8888-1234
落合 尚一 045-999-9999
加藤 宏美 03-8888-0000

電話番号一覧

対象レコード

フィールド名 フィールドタイプ 式/入力オプション

姓 テキスト
名 テキスト
郵便番号 数字
都道府県名 テキスト
市町村区 テキスト
住所１ テキスト
住所２ テキスト
電話番号 数字

姓名 電話番号

青山 守 03-8456-7893

電話番号一覧

現在のレコード

スクリプト

空のレコード

現在使用されているレイアウトに基づいてデータを印刷したり、
データベースの構造に関する情報を印刷することができます。

リレーションシップグラフ

現在のレイアウト

姓 名 電話番号

電話番号一覧

テーブルとフィールド
の定義
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プレビューモードでは、次の内容を確認することができます。

1 印刷ページに含まれるレコード数
1 選択したページ設定（用紙設定）での改ページ状況
1 小計パート内の集計フィールドの集計値
1 ページ番号や現在の日付など、自動的に提供される可変情報
1 定義したページ余白
1 スライドオプションを設定したフィールドでどのように空白
スペースが詰められるか

1 [レイアウト設定] で印刷時の段数を指定した場合は、段組され
たレコード

1 ページにタブコントロールが含まれている場合は、前面のタブ
パネル

レイアウト上のデータを画面上で確認する場合は、印刷前に通常
行われる手順を実行してください。このステップには、プリンタ
および印刷オプションの設定や、対象レコードがプレビューする
レコードに含まれているかどうかの確認などが含まれます（次の
セクション「レコードの印刷」の手順１から４を参照してくださ
い）。次に、[表示] メニューから [プレビューモード] を選択します。

レコードの印刷
データベースの情報を印刷したり、空のレコードを印刷して、空
白のフォームを印刷することができます。

レコードを印刷するには、次の操作を行います。

1. プリンタが複数台ある場合は、使用するプリンタを指定します。
2. [ファイル] メニューから [印刷設定...]（Windows）または [用紙設
定...]（Mac OS）を選択して印刷オプションを確認して、[OK] をク
リックします。

プリンタのオプションについては、使用するプリンタとシステム
のマニュアルを参照してください。

3. レイアウトポップアップメニューを使用して、使用するレイアウ
トに切り替えます。
4. 必要に応じて、対象レコードを次の方法で処理します。
1 検索モードや [レコード] メニューのコマンドを使用して、対
象レコードを変更します。
1 レコードをソートします。

5. [表示] メニューから [プレビューモード] を選択し、実際に印刷
される内容を確認します。
集計フィールド、小計パート、スライドを設定したオブジェクト、
段数設定で配置されるレコード、およびページ番号などの項目は、
プレビューモードでのみ正しく表示されます。レコードにタブコン
トロールが含まれている場合、前面のタブパネルのみが印刷され
ます。

6. [ファイル] メニューから [印刷...] を選択します。
7. Windows の場合は、[印刷] ダイアログボックスの [印刷:] で、オ
プションの１つを選択します。Mac OS の場合は、[プリント] ダイ
アログボックスのポップアップメニューから [FileMaker Pro] を選
択します。

印刷する内容 選択項目

すべてのレコード（または対象レコード内
のレコードのみ）

対象レコード

ブラウズモードで現在選択されている
レコードのみ

現在のレコード

現在のレイアウトを使用する空白の
レコード（空白のフォームを印刷する
場合にこのオプションを使用します。）

[レイアウト] を選択し、書式
に関するオプションを選択し
ます。



40 FileMaker Pro ユーザーズガイド

8. 印刷範囲、印刷部数などの設定を選択し、[OK]（Windows）ま
たは [プリント]（Mac OS）をクリックします。

スクリプトの印刷
ファイル内の１つまたは複数のスクリプトで使用されているすべ
てのスクリプトステップのリストを印刷することができます。

スクリプトを印刷するには、次の操作を行います。

1. [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択します。
2. [スクリプト定義] ダイアログボックスで、印刷するスクリプトを
選択します。
一覧で複数の連続するスクリプトを選択するには、Shift キー
（Windows）または shift キー（Mac OS）を押しながらスクリプト
をクリックします。連続していない複数のスクリプトを選択する
には、Ctrl キー（Windows）または 2 キー（Mac OS）を押しなが
らスクリプトをクリックします。

3. [印刷...] をクリックします。
4. [OK] （Windows）または [プリント]（Mac OS）をクリックします。
選択したスクリプトステップおよびオプションが印刷されます。

テーブルおよびフィールドの情報の印刷

テーブルまたはフィールドの情報を印刷するには、次の操作を行
います。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...] を
選択し、[テーブル] タブまたは [フィールド] タブをクリックします。
2. 印刷するテーブルまたはフィールドを選択します。
一覧で複数の連続するテーブルまたはフィールドを選択するに
は、Shift キー（Windows）または shift キー（Mac OS）を押しなが
らテーブルまたはフィールドをクリックします。連続していない
複数のテーブルまたはフィールドを選択するには、Ctrl キー
（Windows）または 2-キー（Mac OS）を押しながらテーブルまた
はフィールドをクリックします。

3. [印刷...] をクリックします。

印刷前にリンクされて
いる OLE オブジェク
トの更新を行う場合に
クリックします。

印刷するデータを
選択します。

印刷の向き（横または縦）、拡大/縮小率、およびその他
の印刷オプションを変更する場合にクリックします。

[印刷] ダイアログボックス（Windows）

印刷するデータを選択します。

[プリント] ダイアログボックス（Mac OS）

リストから [FileMaker] を選択します。
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4. [OK] （Windows）または [プリント]（Mac OS）をクリックします。
選択した各テーブルのフィールド名、フィールドタイプ、および
式またはデータ入力オプションが印刷されます。

リレーションシップグラフの印刷
データベースをグラフィカルに表示したリレーションシップグラ
フを印刷することができます。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[リレーションシップ] タブをクリックします。
2.  をクリックして、リレーションシップグラフに改ページを表
示します。
3.  をクリックして、[プリンタの設定]（Windows）または [ペー
ジ設定]（Mac OS）ダイアログボックスを表示します。
4. [印刷...] をクリックします。
5. [印刷オプション] ダイアログボックスで、オプションを選択し
ます。
1 複数のページに渡ってグラフを印刷する場合は、[グラフを複
数のページに印刷する] を選択します。
1 グラフのサイズを変更して１ページに収めるには、[グラフを
１ページに印刷する] を選択します。

6. [続行...] をクリックします。
7. [OK] （Windows）または [プリント]（Mac OS）をクリックし
ます。
データベースのプレビューと印刷の詳細については、ヘルプを参
照してください。

スクリプトを使用したタスクの自動化
スクリプトを使用すると、用紙方向の設定のような単純な作業か
ら、クライアントごとにカスタマイズしたメールの送信準備のよ
うな複雑な作業まで自動化することができます。if-else 文を使用
してスクリプトに条件分岐の判断を組み込んだり、loop 文を使用
してスクリプトで反復作業を実行することができます。

FileMaker Pro の ScriptMaker™ を使用すると、FileMaker Pro のスク
リプトステップのリストからステップを選択するだけで、スクリ
プトを作成することができます。また、オプションを指定したり、
作業が正しい順序で実行されるようにステップを並べ替えたりす
ることもできます。

スクリプトを使用して次のような処理を組み合わせて自動化する
ことができます。

1 他のレイアウトまたはモードに切り替える
1 レコードの検索、ソート、および印刷を行う
1 同一のファイルからデータをインポートする

スクリプトの作成手順、および FileMaker Pro のすべてのスクリプ
トステップのリファレンスについては、ヘルプを参照してくださ
い（スクリプトステップは、名前順または種類順に整理されてい
ます）。

データベースファイルのバックアップ
コンピュータに保存されているドキュメントは、定期的にバック
アップを取る必要があります。データベースのバックアップを作
成する方が、データベースを作成し直すよりも簡単で効率的です。
バックアップを取る頻度は、データベースに追加するデータの量
と、万一データベースが損傷した場合にファイルを作成し直す作
業がどの程度困難であるかによって決まります。

また、大変重要なファイルは、離れた場所にバックアップを保管
するようにします。

バックアップスクリプトの例については、ヘルプを参照してください。

設定
FileMaker Pro では、環境設定の設定値を変更することにより、自
分が操作しやすいように外観や動作を変更することができます。
環境設定は、アプリケーションの環境を設定し、開くファイルす
べてに対して適用されます。
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[ファイルオプション] ダイアログボックスの設定は、現在のファ
イルのデフォルトのレイアウト、ファイルの開閉時に実行するス
クリプト、ログイン情報、およびスペルチェックを制御します。

アプリケーションの環境設定を行うには、次の操作を行います。

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

2. [環境設定] ダイアログボックスでタブをクリックし、使用する
オプションを設定します。

ファイルの環境設定を行うには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューから [ファイルオプション...] を選択します。
2. [ファイルオプション] ダイアログボックスでタブをクリック
し、使用するオプションを設定します。

アプリケーションおよびファイルの環境設定の詳細については、
ヘルプを参照してください。
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この章では、次の操作の基本について説明します。

1 データベースを計画する
1 フィールドを定義および変更する
1 テーブルを定義する
1 レイアウトを作成する
1 レイアウト上のフィールド、オブジェクト、およびパートを操
作する

注意 FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細
および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。

データベースの計画 

データベースを作成する前にさまざまな要素を十分に検討してお
くと、データの入力や検索の方法が統一されるだけでなく、デー
タベーステーブルでデータが重複することも少なくなります。リ
レーショナルデータベーステーブルの機能を使用すると、最新の
データを必要なときに得ることが可能になります。リレーショナ
ルデータベースを作成する場合には、まず最初に紙の上でどのよ
うなデータベースにするのか計画を立てておくことをお勧めし
ます。

一般に、次のような手順でデータベースを計画します。

1. どのような目的でデータベースを作成するのか、またはどのよ
うな問題を解決する必要があるのかを決めます。たとえば、顧客
一覧の作成、在庫管理、生徒の成績の記録などが考えられます。
データベースを使用するユーザが他にもいる場合は、そのユーザ
が必要とするデータを確認します。

2. データベースに保存する情報について考慮します。通常、情報
は大きなカテゴリに分けることができます。データベースにはさ
まざまなタイプや量のデータをカテゴリに分けて保存するため、
効率的なデータベースを設計するには、カテゴリを正確に識別す
ることが重要です。たとえば、売上を管理するデータベースでは、
「製品」、「請求書」、「顧客」などのカテゴリを使用します。生徒の
成績を記録するデータベースでは、「生徒」、「クラス」、「課題」な
どのカテゴリを使用します。
3. 大まかなカテゴリを決定した後で、これらのカテゴリの関係に
ついて考慮します。このために、「教師はクラスを教える」、「生徒
はクラスに分かれている」、「生徒は課題を終わらせる」のように、
カテゴリの相互関係を簡単な文章で表現します。これらの各組み
合わせが、一方のカテゴリにあるデータと、他方のカテゴリにある
データのリレーションシップを示します。
4. 情報のカテゴリを識別したら、次はデータベースを編成します。
データベースの用語では、これらの情報のカテゴリをテーブルと
呼びます。テーブルを使用して、共通の要素や目的を含むデータ
をグループ化します。たとえば、１つのテーブルに氏名や住所を
保存し、別のテーブルに受注日、製品番号、単価などの取引に関
する詳細情報を保存します。

一般的に、データベースは、次の３つのいずれかの方法で編成さ
れます。

1 １つのファイルで１つのテーブルを使用する。氏名と住所な
ど、１つのカテゴリに含まれるデータを管理する場合は単一の
テーブルを使用します。

1 １つのファイルで複数のテーブルを使用する。生徒、クラス、
課題などの複雑なデータを管理する場合は、複数のテーブルを使
用します。
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1 複数のファイルで複数のテーブルを使用する。複数の異なる
データベースソリューションで同じデータを共有する必要がある
場合は、複数のファイルを使用します。たとえば、税率または輸
送情報を個別のファイルに保存して、複数のソリューションで使
用することができます。

注意 同じファイル内のテーブル間、または外部ファイル内の
テーブルとの間でデータを共有するには、リレーションシップを
使用します。スクリプトやアクセス権などの他のデータベース要
素は、ファイルレベルで保存されるため、一部の複雑なソリュー
ションでは複数のファイルを使用すると便利です。

5. データベーステーブル、含まれるデータ、および必要なフィー
ルドを決定します。
ヒント レコードの検索とソートを効率的に行うためには、姓と
名、敬称（「様」、「殿」、「御中」など）、住所の各項目（郵便番号、
県名、都市名）にそれぞれ個別のフィールドを作成します。デー
タ入力時にデータを複数のフィールドに分けて入力すると、将来
的にレポートをより簡単に生成することができます。たとえば、
個別のフィールドを使用して、各取引の日付、製品番号、数量、
および単価といった取引明細を記録すると、週末、月末、または
年末に集計レポートおよび小計レポートをより簡単に作成するこ
とができます。

6. テーブル間で共通するデータを含むフィールドを決定します。
たとえば、旅行代理店の場合、顧客情報を保存する「顧客」テー
ブル、経路情報を保存する「経路」テーブル、ツアーと現在の価
格を保存する「ツアー」テーブルがあります。

「顧客」テーブルには、顧客 ID 番号や、顧客の氏名、住所、およ
び電話番号のフィールドがあります。「経路」テーブルには、経路
ID 番号、出発地、目的地のフィールドがあります。「ツアー」テー
ブルには、ツアー ID 番号やツアー名のフィールドがあります。

7. それぞれのテーブルの照合フィールドを決定し、丸で囲んでお
きます。
詳細については、78ページの「リレーションシップの照合フィー
ルドについて」を参照してください。

顧客 ID

番地

郵便番号

顧客名

市町村区

ツアー ID

「顧客」テーブル
「経路」テーブル

ツアー名

「ツアー」テーブル

電話番号

経路 ID

目的地

出発地
ツアー ID

経路 ID

目的地

ツアー名

出発地

顧客 ID

番地

郵便番号

顧客名

市町村区

ツアー ID

「顧客」テーブル
「経路」テーブル

ツアー名

「ツアー」テーブル

電話番号

経路 ID

目的地

出発地
ツアー ID

経路 ID

目的地

ツアー名

出発地
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たとえば、「顧客」テーブルでは、それぞれの顧客に固有の ID 番号
を割り当てています。新しい顧客を追加しない限り、顧客 ID 番号
をファイルに入力することはありません。したがって、顧客 ID が
存在していれば、その顧客のレコードが存在することになります。

8. それぞれのテーブルで、データを保存するフィールド、および
他の関連テーブルからのデータを参照して使用するフィールドを
決定します。
１つのテーブルには１つのトピックしかありません。また、テー
ブル内のフィールドはすべて、そのトピックに関する情報のみを
入力するためのフィールドです。

たとえば、「顧客」テーブルの１つのレコードのフィールドには、
１人の顧客に関する情報がすべて保存されます。

テーブルに保存されている情報の内容から、データをどこに保存
するのが適当か、そしてどこで関連テーブルのデータを使用する
かを確認することができます。照合フィールド以外のすべての
フィールドは、データベース内で一度だけ使用します。テーブル
の内容に関連していない重複フィールドには、取り消し線を引き
ます。

9. テーブル間のリレーションシップを決定します。１つのテーブ
ルの照合フィールドと、対応する関連ファイルの照合フィールド
を線で結びます。
テーブル間のリレーションシップは、共通のデータが含まれてい
る照合フィールドによって決まります。

また、リレーションシップによってデータをグループ化すること
ができ、複雑なクエリーを解決することができます。たとえば、
リレーションシップを使用して、現在の在庫レベルや売上計画な
ど、複数のテーブルのデータに対してクエリーを実行する必要が
ある作業を判断することができます。関連レコードとリレーション
シップの詳細については、第 3 章「関連テーブルと関連ファイル
の操作」を参照してください。

10. 他のユーザとデータベースを共有する必要があるかを判断し、
共有する場合には他のユーザがファイルにアクセスする方法を決
めます。
データベースの共有の詳細については、89ページの「ネットワー
ク上でのデータベースの共有」を参照してください。

顧客 ID

番地

郵便番号

顧客名

市町村区

ツアー ID

「顧客」テーブル
「経路」テーブル

ツアー名

「ツアー」テーブル

電話番号

経路 ID

目的地

出発地
ツアー ID

経路 ID

目的地

ツアー名

出発地

顧客 ID

番地

郵便番号

顧客名

市町村区

ツアー ID

「顧客」テーブル

「経路」テーブル

ツアー名

「ツアー」テーブル

電話番号

経路 ID

目的地

出発地

ツアー ID

経路 ID

目的地

ツアー名

出発地
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11. 作成したデータベースを誰が使用するのかを考慮して、データ
ベースへのアクセスを制限するかどうかを決定します。データベー
スを作成する際には、必要に応じてアクセス権を割り当てます。
アカウントとアクセス権セットの詳細については、第 5 章「アカ
ウントとアクセス権セットによるデータベースの保護」を参照し
てください。

12. どのようなレイアウトが必要になるのかを考えて、各タスクに
対応する個々のレイアウトの内容を決めます。
たとえば、ラベルや封筒を印刷するための個別のレイアウトを作
成します。
レイアウトの作成の詳細については、57ページの「レイアウトと
レポートの作成」を参照してください。

13. どのようなテーブルが必要になり、各テーブルにどのような
フィールドを設定する必要があるかという計画の内容を紙に書き
出します。また、各テーブルのデータに基づいて作成する定型文
書やレポートもリストアップしておきます。

14. データベースを作成します。

FileMaker Pro ファイルの作成
ファイルは、FileMaker Pro テンプレートまたは Starter Solution
（そのままの形でも使用することができ、必要に応じて変更も可能
な、あらかじめ作成されているデータベースファイル）から作成
できます。テンプレートを使用せずに最初から作成することもで
きます。

ヒント 既存の FileMaker Pro ファイルのコピーを作成することに
よってファイルを作成することもできます。18ページの「ファイ
ルの保存」を参照してください。

テンプレートがインストールされていない場合、テンプレートを
使用するには、『インストールガイド』を参照してください。

1. FileMaker Pro で、[ファイル] メニューから [新規データベース...]
を選択します。
2. [新規データベース] ダイアログボックスで次の操作を行います。

[環境設定] ダイアログボックスの [一般] タブで、[新規データベー
スダイアログでテンプレートを表示する] が選択されていない
場合、またはテンプレートがインストールされていない場合には、
[新規データベース] ダイアログボックスは表示されません。この
場合は、次の手順に進みます。

3. 表示されたダイアログボックスでファイルに対する名前を入力
するか、必要に応じて別のフォルダを選択します。

データベース設計表（サンプル）
プロジェクト名
データベースの目的
データベースファイルの名前

テーブル名
フィールド名 フィールドタイプ コメント

レイアウト

テーブル名
フィールド名 フィールドタイプ コメント

名前 用途 画面表示 印刷 Web

目的 操作

テンプレートを
使ってファイルを
作成する

[テンプレートを使用する:] を選択して、目的のテンプ
レート名をダブルクリックします。

テンプレートを
使わずにファイル
を作成する

[新規ファイルを作成する] を選択し、[OK] をクリック
します。

既存のファイルを
開く

16ページの「ファイルの開き方」を参照してください。
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Windows: [ファイルの種類:] で、[FileMaker ファイル (*.fp7)] を選
択します。ファイル拡張子を入力しなくても、自動的に .fp7 とい
う拡張子がファイル名に追加されます（Windows のファイル拡張
子については、Windows のヘルプを参照してください）。

4. [保存] をクリックします。
[データベースの定義] ダイアログボックスが表示されます。

FileMaker Pro によって、最初のテーブルと最初のレイアウトが自
動的に作成されます。このテーブルとレイアウトには、ファイル
と同じ名前が付きます。

フィールドを定義するには、次のセクションを参照してください。

FileMaker Pro ファイルの作成の詳細については、ヘルプを参照し
てください。

データベースフィールドの定義
新しいフィールドを定義するには、フィールドの名前を指定し、
フィールドタイプを選択します。続いて、オプションを選択し、
そのフィールド内でのデータの扱い方、入力方法、計算方法、保
存方法、表示方法などを指定します。これらの特性を指定するこ
とがフィールドを定義することになります。これらのオプション
の設定の詳細については、53ページの「フィールドの入力オプ
ションの設定」 を参照してください。

フィールド書式オプションを設定して、レイアウト上でデータの
表示方法を変更する方法の詳細については、68ページの「フィー
ルドの表示書式設定」を参照してください。

以降のセクションでは、[データベース定義] ダイアログボックス
を使用してフィールドを定義する方法について説明します。

フィールド名の指定

フィールド名を定義する場合は、次の規則に従ってください。

1 フィールド名は固有な（他のフィールド名と重複しない）名前
でなければなりません。フィールド名に使用できる文字数は、最
大 100 文字です。

1 フィールドの内容がはっきりとわかるような名前を付け、略字
や頭文字など、取り違える可能性のある言葉は使用しないように
します。

1 フィールド名には次の記号や単語を使用しないでください。
1 ,（コンマ）、+、-、*、/、^、&、=、≠、>、<、≥、≤、(、)、[、
]、{、}、"、;（セミコロン）、: （コロン）、:: （リレーション
シップ記号） $（変数記号）
1 AND、OR、XOR、NOT、および FileMaker Pro の関数名

数字のみが入ります。

レコード内の別の値に基づいて値を
算出します（この例では、「単価」
の 10% が「割引額」になります。

複数の値が入ります。

ET14製品 ID

ジャケット製品名

衣類分類

青色

¥5,250単価

¥525割引額

黒

テキストが入ります。

フィールド名
とフィールド定義

新しいフィールドの
名前を入力します。

フィールドのタイ
プを選択します。

フィールド名を入力してタイプを指
定したら、[作成] をクリックします。

ダイアログボックス内でフィールドを
どのように表示するのかを選択します。

フィールド名または
タイプのどちらかに基
づいてソートする場合
にクリックします。
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1 また、計算式で使用されるフィールドのフィールド名の先頭文
字にピリオド（.）や数字を使用しないでください。

1 ODBC（Open Database Connectivity）、JDBC（Java Database
Connectivity）、エクスポート、Web 上での公開、およびその他の
操作において制限を受けないように、スペースの代わりに _（アン
ダースコア）を使用します。

1 他のアプリケーションとデータのやり取りを行う場合は、その
アプリケーションで採用されているファイル書式でのフィールド
の名前付けに関する制限事項を確認します。

1 ODBC または JDBC を使用して FileMaker Pro のデータを共有す
る場合、フィールド名に SQL キーワードを使用しないでください。

フィールドタイプの選択
フィールドを定義する際には、そのフィールドに保存する情報の
種類に応じて適切なフィールドタイプを選択します。フィールド
タイプによって、入力できるデータの種類と、そのデータを使用
して実行される操作の種類が決定されます。
FileMaker Pro では、レコードのソートや計算の実行などのタスクを
実行する際に、フィールドタイプに基づいてデータが解釈されます。

選択する
フィールド
タイプ

フィールドに保存されるデータ

テキスト 各フィールドの繰り返しに対して、テキストとして使用され
る最大 10 億までの文字、記号、または数字、あるいはこれら
すべて。これは、RAM とディスクの空き容量によって制限さ
れます。通常、索引は、各単語または値の最初の 100 文字に
基づいて設定されます。テキストフィールドには改行を使用
することができます。

数字 最大 800 文字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。また、数字フィールドには、真、偽、Yes、
No などを示す論理値（０または１）を含めることもできます。
数字フィールドに改行を使用することはできません。

日付 日付のみ。0001 年１月１日から 4000 年 12 月 31 日までの範囲
のグレゴリオ暦に従います。年、月、日、の表示順序は、
ファイル作成時のシステム設定によって決まります。

時刻 時刻のみ。時刻フィールドには、時、分、秒を保存すること
ができます。時刻フィールドには、「-08:40:00」のようにマイ
ナスの時間を時間を保存することができます。

タイム
スタンプ

暦の特定の日時を参照する日付と時刻。たとえば、2004/10/25 

2:39:46 AM などです。

オブジェ
クト

1 １フィールドあたり最大４ GB のグラフィック、ムー
ビー、写真、ビットマップ、サウンド
1 Microsoft Word や Excel ファイル、PDF ファイルなどの
ドキュメント
1 QuickTime 6.0 以上（Windows）または QuickTime 6.4 か
ら 6.5.2 まで（Mac OS）に対応したマルチメディアファ
イル
1 ソフトウェア
1 OLE オブジェクト（Windows の場合）

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。計算式の中では、あらゆるタイプの
フィールドの値を使用することができます。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になります。

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 

選択する
フィールド
タイプ

フィールドに保存されるデータ
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次の点に注意してください。

1 集計以外のすべてのフィールドタイプには、グローバル値を保
存することができます。詳細については、56ページの「フィール
ドに対する索引の設定」を参照してください。

1 日付を保存する場合は、テキストフィールドや数字フィールド
ではなく、必ず日付フィールドを使用します。混乱を避けるため、
日付を使用する場合は、必ず年を４桁にしてください。

1 郵便番号や電話番号など、値の先頭にゼロが配置される可能性
がある場合、またはハイフンやカッコなどの数字以外の文字が値
に含まれる可能性がある場合は、数字フィールドではなくテキス
トフィールドを使用します。

1 オブジェクトフィールドのレコードを検索やソートに使用す
ることはできませんが、テキストフィールドを定義して、オブジェ
クトの内容を説明したり識別することができます。これにより、
テキストフィールド内のデータに基づいてレコードの検索やソー
トを行うことができます。

1 テキスト、数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの各フィー
ルドに対しては、フィールド内でのデータの表示方法を変更する
ことができます。68ページの「フィールドの表示書式設定」を参
照してください。

テキスト、数字、日付、時刻、タイムスタンプ、または
オブジェクトフィールドの定義

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。
3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リストから
適切なテーブルを選択します。
4. [フィールド名:] ボックスに、フィールドの名前を入力します。
47ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

5. [タイプ:] で、フィールドタイプを選択します。
48ページの「フィールドタイプの選択」を参照してください。

[コメント:] ボックスにフィールドの説明を入力することができ
ます。

6. [作成] をクリックします。
7. フィールドに対してオプションを定義する場合は、[オプション...]
をクリックします。
フィールドのオプションの詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

集計フィールドに
は、複数のレコード
に入力された値の合
計が表示されます。

販売員名 製品番号 数量 金額
鈴木洋一 ET3 1 ¥900
鈴木洋一 ET4 1 ¥3,200
鈴木洋一 ET1 2 ¥7,000
鈴木洋一 ET5 3 ¥9,600

小計 ¥20,700

村上竜太 ET6 2 ¥6,400
村上竜太 ET7 5 ¥1,250
村上竜太 ET2 2 ¥2,400
村上竜太

小計 ¥10,050

総計 ¥30,750

営業報告書

現在のレコードまたは関連レコード内の値を使っ
た計算結果が計算フィールドに表示されます。
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8. フィールドの定義を続行するか、[OK] をクリックします。

計算フィールドの定義
1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。

2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。
3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リストから
適切なテーブルを選択します。
4. [フィールド名:] に、フィールドの名前を入力します。
47ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

5. [タイプ:] で [計算] を選択します。
[コメント:] ボックスにフィールドの説明を入力することができます。

6. [作成] をクリックします。
[計算式の指定] ダイアログボックスが表示されます。

7. 必要に応じて、[次のコンテキストからこの計算式を評価する:]
リストからテーブルを選択します。
計算式に対してコンテキストを設定する必要があるのは、リレー
ションシップグラフで２つ以上の別の名前が使用されているソー
ステーブルに計算フィールドを作成する場合だけです。ソース
テーブルは、[データベースの定義] ダイアログボックスの [テーブ
ル] タブで定義されているテーブルです。特に、計算式に関連テー
ブルのフィールドが含まれる場合は、選択したコンテキストに
よって計算結果が変わる可能性があります。

8. 計算式を作成します。
計算式ボックス内で項目を表示する位置をクリックし、次の操作
を行います。ボックスに式を直接入力することもできます。

目的 操作

フィールドに自動的に
値を入力する

[入力値の自動化] タブをクリックし、オプション
を選択して [OK] をクリックします。
54ページの「入力値の自動化の定義」を参照して
ください。

フィールドに正しく
データが入力されてい
ることを確認する

[入力値の制限] タブをクリックし、オプションを
選択して [OK] をクリックします。55ページの
「入力値の制限の設定」を参照してください。
重要 混乱を避けるため、日付を使用する場合は、
[入力値の制限 ] を設定し、年が必ず４桁の西暦で
入力されるようにしてください。

繰り返しフィールドに
指定する

[データの格納] タブをクリックし、[最大繰り返し
数:] に 繰り返し数（最大 1000）を入力して、[OK] 

をクリックします。詳細については、ヘルプを参
照してください。

フィールドに索引を設
定するオプションを選
択する

[データの格納] タブをクリックし、必要な設定を
選択して [OK] をクリックします。

ファイル内のすべての
レコードに対して１つ
の値を使用するように
フィールドを設定する

[データの格納] タブをクリックし、[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
選択して [OK] をクリックします。

「親」データのフィール
ドと「子」のふりがな
フィールド間のリンク
を作成し、「親」フィー
ルドに漢字を入力する
と、対応するふりがな
が「子」のふりがな
フィールドに表示され
るようにする

[ふりがな] タブをクリックして、[ふりがなフィー
ルドを使用する] を選択します。ふりがなフィール
ドとふりがなの形式を選択して、[OK] をクリック
します。
注意 このオプションは、日本語のテキストを入
力できるようにオペレーティングシステムが設定
されている場合に利用できます。
また、テキストフィールドに対してのみ設定でき
ます。

追加する項目  操作

フィールド参照 フィールドリストでフィールド名をダブルクリックし
ます。
別のテーブルのフィールド名を表示するには、テーブ
ルリストからテーブルを選択します。

算術演算子または
文字列演算子

ダイアログボックスにボタンで表示されている演算子
の中から使用する演算子をクリックします （ダブル
クォーテーションやカッコは対でコピーされ、文字
カーソルがその中央に表示されます）。

比較演算子または
論理演算子

 [演算子:] のリストから使用する演算子を選択します。
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式を使った作業の手順、および FileMaker Pro のすべて関数のリ
ファレンスについては、ヘルプを参照してください（関数は、名
前順または種類順に整理されています）。

9. 次のような場合には、フィールドの計算オプションを選択します。 10. フィールドの索引設定やグローバル格納オプションを選択す
るには、[索引オプション...] をクリックし、[索引オプション] ダイ
アログボックスでオプションを選択して [OK] をクリックします。
11. [OK] をクリックし、[計算式の指定] ダイアログボックスを閉
じます。
12. フィールドの定義を続行するか、[OK] をクリックします。

計算フィールドの定義、および計算式でのコンテキストの使用の
詳細については、ヘルプを参照してください。

集計フィールドの定義
集計フィールドでは、小計、平均、総計のように複数のレコード
に関連する値を計算します。たとえば、レポートの集計フィール
ドに５月の売上の総計を表示することができます。

ヒント 新規レイアウト /レポートアシスタントを使用すると、集
計フィールドを配置した集計レポートをすばやく作成することが
できます。57ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照し
てください。

定数 式ボックスにキーボードから直接入力します。定数に
は、テキスト、数字、日付、または時刻を使用するこ
とができます。日付定数は Date および GetAsDate 関数
と、時刻定数は Time および GetAsTime 関数と、タイム
スタンプ定数は Timestamp および GetAsTimestamp 関数
とともに使用します。
文字定数の長さは、29998 文字までです。

関数 関数の一覧で、目的の関数をダブルクリックします。
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、特定の計算を行って特定の値を１つ返しま
す。式ボックスに表示された仮引数を目的の値または
式に変更します。

追加する項目  操作

フィールド
参照を選択
します。

式ボックス

比較演算子と論理演算子
を選択します。

関数を選択
します。

計算結果の
データタイプ
を選択します。

索引オプ
ションを設
定する場合
にクリック
します。

繰り返しフィールドに
指定する場合に繰り返
し数を入力します。

リストから
テーブルを
選択します。

計算式で指定されたフィールドの
どれか1つに値が保存されていないと
式の計算を行わないように指定します。

算術演算子と文字演
算子を選択します。

ダイアログ
ボックス内
での関数の
表示方法を
選択します。

計算式を評価する基準とな
るテーブルを選択します。

目的 操作

計算結果の
フィールドタイプ
を設定する

[計算結果:] のリストからデータタイプを選択します。
目的に応じて適切なデータタイプを使用してください。
48ページの「フィールドタイプの選択」を参照してく
ださい。

繰り返しフィール
ドに指定する

[繰り返し数:] に繰り返し数を入力します。

最低１つのフィー
ルドに値が入力さ
れていなければ
計算を行わない
（したがって、
０の表示は行わ
ない）ように
設定する

[式内の全フィールドの値が空欄の時、計算しない] を
選択します。
このオプションを有効にすると、計算式で使用される
すべてのフィールドが空白の場合、計算式は評価され
ません。通常、このオプションを使用するとパフォー
マンスが向上します。このオプションを解除すると、
フィールドに何も入力されていない場合やフィールド
の値がまったく変更されていない場合でも計算が行わ
れます。



52 FileMaker Pro ユーザーズガイド

集計フィールドの値は、レイアウト内でどの位置（パート）に集
計フィールドを配置したか、対象レコード内のレコード数、レコー
ドがソートされているかどうか、使用している表示モードなどに
よって異なります。

このため、集計フィールドを含むレイアウトに変更を加えて、目
的の集計結果を得るためには、レイアウトパートについて理解し
ておく必要があります。72ページの「レイアウト上のパートの操
作」を参照してください。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。
3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リストから
適切なテーブルを選択します。
4. [フィールド名:] ボックスに、フィールドの名前を入力します。
47ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

5. [タイプ:] で [集計] を選択し、[作成] をクリックします。
6. 集計フィールドのオプションのダイアログボックスで、実行す
る集計タイプを左のラジオボタンから選択し、集計の対象となる
フィールドの名前を右のスクロールボックスから指定します。

 

7. 必要な場合には、集計タイプに応じて集計オプションを選択し
ます。
選択できる集計オプションは、前のステップで指定した集計タイ
プによって異なります。

選択する
集計のタイプ

対象レコードのフィールド値の集計目的

合計 フィールド内の値の合計を計算します。

平均値 フィールド内の値の平均を計算します。

カウント フィールドに値が入力されているレコードの数を求め
ます。たとえば、あるフィールドに 100 個の値（１レ
コードに１つずつ）が保存されている場合、カウント
の結果は 100 となります。

最小値 フィールドの最小値、または最も古い日付、時刻、タイ
ムスタンプを検索します。

最大値 フィールドの最大値、または最も新しい日付、時刻、
タイムスタンプを検索します。

標準偏差 フィールド内の値がどのくらい分散しているかを計算
します。このオプションでは、フィールド内の値の平
均値から標準偏差が計算されます（計算式では、n-1 の
重み付けが行われます）。

合計に対する比 フィールド内のある値が全体の値の合計に占める割合
を計算します。たとえば、特定の販売員が売上合計に
対してどの程度の売上を上げたかなどを計算します。

 集計タイプ 選択するオプション 目的

合計 現在の合計 これまでに操作したレコー
ドの値に現在のレコードの
値を加算した合計を表示し
ます。各ソートグループの
現在の合計を再開するには、
[ソートされたグループごと
に集計を再開する]を選択
し、 フィールド一覧から
ソートの再開対象フィール
ドを選択します。

選択する
集計のタイプ

対象レコードのフィールド値の集計目的

集計タイプ
集計の対象と
なるフィールド
を選択します。集計タイプに

応じたオプ
ションを指定
する場合にク
リックします。

繰り返しの集計のオプションを選択します。
合計またはカウン
トを再開します。
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8. 必要な場合には、繰り返しフィールドの集計オプションを選択
します。

9. [OK] をクリックします。
10. フィールドの定義を続行するか、[OK] をクリックします。

フィールドの定義の詳細については、ヘルプを参照してください。

フィールドの入力オプションの設定

フィールドオプションは、フィールドを定義する際に設定するか、
または後で設定することもできます。次のような処理に対してオ
プションを設定することができます。

1 デフォルトのデータの入力
1 入力値の制限内容に対するデータの確認
1 繰り返しフィールドの設定
1 索引の作成
1 グローバル値の保存
1 ふりがなフィールド（日本語のフィールドのみ）

フィールドに対するオプションを使用すると、フィールド内に
データを正確かつ矛盾なく入力することができます。たとえば、
「国」フィールドに「フランス」と入力するつもりで“フラス”と
誤って入力したとします。この場合、後で「フランス」のすべて
の顧客を検索しようとしても、該当するレコードを見つけること
ができません。国名が正確に入力されるように設定するには、入
力する可能性のある国名の値一覧を定義してから、国のフィール
ドに対して [値一覧名:] オプションを選択します。フィールドに入
力されたデータはリスト内の値と一致している必要があります。

値一覧の詳細については、66 ページの「レイアウトへのチェッ
クボックスセットやその他コントロールの設定」を参照してく
ださい。

集計フィールドにオプションを設定するには、51ページの「集計
フィールドの定義」を参照してください。

平均値 加重平均
表示されている
フィールドのリスト
から「重み」の値が
入力されているフィー
ルドを選択します。

他のフィールドの値を重み
の値として使用し、特定の
フィールドの平均値を求め
ます。

カウント 現在のカウント これまでに操作したレコー
ドの数に現在のレコードを
加算したカウントを表示し
ます。各ソートグループの
現在のカウントを再開する
には、[ソートされたグルー
プごとに集計を再開する]を
選択し、フィールド一覧か
らソートの再開対象フィー
ルドを選択します。

標準偏差 母集団として 重みを n にして、選択され
ているレコードの値を母集団
として標準偏差を求めます。

合計に対する比 小計
表示されるフィールド
リストからレコードの
グループ化を行うため
に使用するフィールド
を選択します（ブラウ
ズモードに戻ったとき
に、このフィールドに
基づいてソートを行い、
値を正しく計算します）。

一部のレコードに基づいて
計算した値の合計値に対す
る比を求めます。

選択するオプション 目的

全体 フィールド内のすべての繰り返しを集計して、１つ
の集計値を計算します。

個別 各繰り返しに対して集計値を計算します。

 集計タイプ 選択するオプション 目的
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入力値の自動化の定義

各レコードのフィールドにデフォルト値を自動的に入力するに
は、次の操作を行います。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。
3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リストから
適切なテーブルを選択します。
4. フィールドリストでフィールドをダブルクリックします。
5. [フィールド「（フィールド名）」のオプション] のダイアログボッ
クスで [入力値の自動化] タブをクリックし、オプションを選択し
ます（選択可能なオプションはフィールドタイプによって異なり
ます）。

6. [OK] をクリックして [フィールド「（フィールド名）」のオプ
ション] ダイアログボックスを閉じるか、別のタブをクリックし
て他のフィールドオプションを設定します。

目的 操作

レコードが入力または
最後に変更されたときの
日付、時刻、タイムスタン
プ、ユーザ名、またはア
カウント名を入力する

[作成情報] または [修正情報] を選択して、リス
トから目的のオプションを選択します。

各レコードの特定の
フィールドにシリアル
番号を入力する

[シリアル番号] を選択します。レコードの作成
時に番号を割り当てるには、[作成時] を選択し
ます。レコードの確定時に番号を割り当てるに
は、[確定時] を選択します。初期値（1001 など）
を [次の値:] に入力し、増加する値を [増分:] に入
力します。

直前に使用されたレコー
ドと同じ値を入力する

[直前に参照したレコード値] を選択します。

特定のデータを
入力しておく

[データ:] を選択し、255 文字までのデータを入
力します。

フィールド内に
計算結果を入力する

[計算値] を選択して、[計算式の指定] ダイアログ
ボックスで計算式を設定した後、[OK] をクリッ
クします。
[計算式の指定] ダイアログボックスの詳細につ
いては、50ページの「計算フィールドの定義」
を参照してください。
[フィールドに既存の値が存在する場合は置き換
えない] を選択すると、既存のデータへの上書き
を防ぐことができます。

同一のテーブルまたは
ファイル、あるいは別の
テーブルまたはファイル
のフィールドの値を
コピーして入力する

[ルックアップ値] を選択し、ルックアップの方
法を指定して [OK] をクリックします。86ページ
の「ルックアップの作成」を参照してください。

自動入力された値を変更
できないように設定する

[データ入力時の値変更の禁止] を選択します。

データの自動入力機能を
解除する

すべてのチェックボックスの選択を解除します。

目的 操作

フィールド内にデータを
正しく入力するための
オプションを指定します。

[入力値の自動化] を
クリックします。
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入力値の制限の設定
入力値の制限オプションを選択し、データがフィールドに正しく
入力されるよう設定することができます。データが正しく入力さ
れなかった場合は、メッセージが表示されます。

重要 混乱を避けるため、日付を使用する場合にはフィールドに
日付の入力値の制限オプションを設定し、年が必ず４桁の西暦で
入力されるようにしてください。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。

2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。

3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リストから
適切なテーブルを選択します。

4. フィールドリストでフィールドをダブルクリックします。

5. [フィールド「（フィールド名）」のオプション] ダイアログボッ
クスで、[入力値の制限] タブをクリックします。

6. 無効な入力値の処理方法を指定します。
[このフィールドの入力値を制限する:] で、継続的にフィールドの
入力値を制限するには [常時] を選択し、データの入力時にのみ制
限するには [データの入力時のみ] を選択します。ユーザが無効な
データを入力できないようにする場合は、[データの入力時にユー
ザによる上書きを許可する] の選択を解除します。

7. 現在のフィールドに対する入力値の制限オプションを指定し
ます。

入力値の必要条件 選択するオプション

数字のみ [タイプ:] を選択し、リストから
[数字] を選択します。

日付のデータに月と日を示す適切な
数字と、年を示す４桁の数字が含ま
れているかどうかをチェックする
（たとえば、2004/5/12 など）

[タイプ:] を選択し、リストから
[西暦４桁の日付] を選択します。

00:00 から 23:59 までの時刻を
指定する（秒は省略可）

[タイプ:] を選択し、リストから
[時刻] を選択します。

空白のフィールドを不可とする [空欄不可]

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

[ユニークな値]

他のレコードの同じフィールドに
すでに入力された値に一致させる

[既存値]

指定した値一覧の値に一致する [値一覧名:] を選択して、リストから
値一覧を選ぶか、値一覧を定義します。

特定の範囲内の文字（数字、ひらが
な、カタカナは五十音順、英単語は
アルファベット順、漢字はコード
順）、数字、日付、または時刻

[下限値:] を選択し、範囲の上限値と
下限値を入力します。

計算結果と一致する [計算式で制限] を選択して、[計算式
の指定] ダイアログボックスで計算式
を入力します。[フィールドに変更が
あった場合のみ制限する] を選択また
は選択解除してから、[OK] をクリッ
クします。
計算式の計算結果は、論理値（「真」
または「偽」）である必要がありま
す。計算式の結果は、０以外の数字
の場合は真と判断され、それ以外の
場合（０と空欄または数字以外）に
は偽と判断されます。
[計算式の指定] ダイアログボックス
の詳細については、50ページの「計
算フィールドの定義」を参照してく
ださい。

指定した文字数を越えない [最大文字数:] を選択し、入力を許可
する最大文字数を入力します。

入力値の必要条件 選択するオプション
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8. 指定した評価基準に合わないデータが入力されたときに独自の
メッセージを表示するには、[制限値以外の入力時にカスタムメッ
セージを表示] を選択して、255 文字までのメッセージを入力し
ます。
9. [OK] をクリックして [フィールド「（フィールド名）」のオプ
ション] ダイアログボックスを閉じるか、別のタブをクリックして
他のフィールドオプションを設定します。

詳細については、ヘルプを参照してください。

フィールドに対する索引の設定

FileMaker Proでは、フィールドに対する索引設定と計算結果の保
存に関するオプションを設定できます。次の操作を行うことがで
きます。

1 フィールドに保存された値のリストである索引を作成できます。
索引を設定すると検索時間が大幅に短縮されますが、必要なディ
スクスペースも増加します。テキスト、数字、日付、時刻、およ
びタイムスタンプの各フィールドに索引を設定することができま
す。また、テキスト、数字、日付、時刻、またはタイムスタンプ
が返される計算フィールドにも索引を設定することができます。

1 データベースの計算フィールドに計算結果を保存するか、保存
せずに必要時にのみ計算するように設定することができます。計
算結果を保存することによって処理速度は速くなりますが、その
分ディスクスペースが必要となります。テキスト、数字、日付、
時刻、タイムスタンプ、および計算の各フィールドに索引オプショ
ンを設定することができます。

1 ファイルのすべてのレコードで１つの値を共有するように任
意のフィールド（集計フィールドを除く）を設定する場合は、
[フィールド「（フィールド名）」のオプション] ダイアログボック
スの [データの格納] タブで [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] を選択します。グローバル格納が定義さ
れたフィールドは、「グローバルフィールド」とも呼ばれます。

.

フィールドのオプションの設定の詳細については、ヘルプを参照
してください。

データベーステーブルの定義
データベーステーブルを使用すると、共通の文字または規則に
よって、データを整理したりグループ化することができます。１つ
のデータベースに、データを構成するために必要なテーブルをい
くつでも含めることができます。テーブルの数は、ハードディス
クの空き容量によってのみ制限されます。

現在のフィールドに
対する入力値の制限オプ
ションを指定します。

[入力値の制限] をクリッ
クします。

[データの格納] を
クリックします。

フィールドのデータの
格納オプションを選択
します。
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FileMaker Pro では、データの保存だけでなく、リレーションシッ
プグラフのリレーションシップを示す場合や、レイアウトや一部
の計算のコンテキストを設定する場合にもテーブルを使用しま
す。FileMaker Pro では、コンテキストとは、計算式やスクリプト
の開始時や、リレーションシップグラフでのリレーションシップ
の評価時の基準となる開始点のことです。

新しいファイルを作成すると、FileMaker Pro によって、最初のテー
ブルと最初のレイアウトが自動的に作成されます。このテーブル
とレイアウトには、ファイルと同じ名前が付きます。

追加のテーブルを作成するには、[データベースの定義] ダイアロ
グボックスを使用します。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[テーブル] タブ
をクリックします。

. 

3. [テーブル名:] ボックスにテーブルの名前を入力し、[作成] をク
リックします。
テーブルの名前を変更したり、テーブルを削除することができま
す。ファイルにテーブルを追加すると、自動的にリレーションシッ
プグラフに表示されます。

4. テーブルの定義を続行するか、または [フィールド] タブをク
リックしてフィールドを定義します。

リレーションシップ、テーブル、およびリレーションシップグラフ
の詳細については、第 3 章「関連テーブルと関連ファイルの操作」
を参照してください。

レイアウトとレポートの作成
FileMaker Pro のレイアウトでは、情報をどのように表示、印刷す
るか、そして検索やデータ入力を行う際の画面の表示方法を指定
します。レイアウトはデータを表示するだけで、保存はしません。
レイアウトは、特に印刷される場合にレポートと呼ばれることが
あります。

１つのファイルに、必要な数のレイアウトを作成することができ
ます（データ入力用、集計レポート用、ラベル印刷用など）。レイ
アウトのデザインを変更しても、データや同じファイルの他のレ
イアウトには影響しません。レイアウトに特定のフィールドのみ
を含め、他のフィールドはテーブルに含めないように設定するこ
とができます。ブラウズモードで、あるレイアウトで特定のフィー
ルドのデータを変更すると、そのフィールドを使用している他の
レイアウトでも同じように変更後のデータが表示されます。

テーブルの名前
を入力します。
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データベースファイルを作成すると、最初のテーブルに対して自
動的に標準レイアウトが作成されます。また、フィールドが含ま
れるテーブルを新しく追加した場合にも、標準レイアウトが作成
されます。

タブコントロールは、データの整理に便利です。たとえば、従業
員のデータベースでは、従業員の写真、職種や財務情報のための
タブパネルを作成することができます。レイアウトモードでタブ
コントロールを作成するには、[挿入] メニューから [タブコント
ロール...] を選択するか、タブコントロールツールをクリックしま
す。詳細については、ヘルプを参照してください。

追加のレイアウトは、レイアウトモードに切り替え、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ます。このアシスタ
ントでは、オプションを選択しながらレイアウトを作成していき
ます。標準レイアウトの他に、４種類のレイアウトと１つの表形
式が用意されています。これらのレイアウトや表は、データ入力
画面の表示、売上報告の合計やラベルレイアウトの印刷など、さ
まざまな用途に使用することができます。さらに、レイアウトモー
ドで使用できるデザインツールを使用して各レイアウトをカスタ
マイズすることができます。

重要 FileMaker Proでは、選択したプリンタ、および印刷設定（用
紙設定）を元にして、レイアウトにおける余白や単位が算出され
ます。プリンタと印刷の設定は、使用するプリンタとシステムソ
フトウェアによって異なります。詳細については、プリンタおよ
びシステムのドキュメントを参照してください。

注意 新規レイアウト/レポートアシスタントを実行する前に、レ
イアウトに配置するフィールドを作成しておく必要があります。
47ページの「データベースフィールドの定義」を参照してください。

フィールド: データの入力や
表示を行うのに使用します。

ページ: プリンタ、
印刷設定（用紙設
定）、およびレイ
アウトによって、
印刷ページで情報
がどのように表示
されるかを定義し
ます。

レイアウト
ポップアップ
メニュー

モードポップアップメニュー

パート: ヘッダ、フッタ、ボディ、
小計、総計を使用して、レイアウ
トを用途別の領域に分割します。

ボタン: 頻繁に使用する
タスクを自動化します。

レイアウトテキスト: タイトル、列タ
イトル、フィールドラベル、指示、
およびフォームの文字に使用します。

タブコントロールツール

クリックすると、他のタブパネルに
移動できます。

タブコントロール
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レイアウトを作成するには、次の操作を行います。

1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. 新規レイアウトを横方向に印刷したり、特別な用紙サイズに印
刷する場合、[ファイル] メニューから [印刷設定...]（Windows）を
選択するか、または [ファイル] メニューから [用紙設定...]
（Mac OS）を選択し、印刷方向と用紙の設定を確認してから、[OK]
をクリックします。
[印刷設定] と [用紙設定] の設定を変更すると、現在のファイルの
すべてのレイアウトに影響するため、他のレイアウトを適切に印
刷するには、これらの設定を後に変更する必要があります。

3. [レイアウト] メニューから [新規レイアウト/レポート...] を選択
します。
新規レイアウト/レポートアシスタントが表示されます。アシス
タントは一連のパネルで構成され、最初のパネルで選択したレイ
アウトタイプに基づいてレイアウトが作成されます。

4. ファイルが複数のテーブルで構成される場合は、このレイアウ
トに表示するレコードが含まれるテーブルを選択して、レイアウ
ト名を指定します。
5. 画面の指示に従って、最初のパネルで選択したタイプのレイア
ウトを作成していきます。
ここで作成できるレイアウトのタイプについては、次のセクション
「レイアウトタイプについて」を参照してください。

6. すべてのパネルで選択を終了したら、[完了] をクリックします。

新しいレイアウトをすぐに使用することも、カスタマイズするこ
ともできます。カスタマイズする場合は、レイアウトモードのツー
ルやコマンドを使用します。詳細については、63ページの「レイ
アウト上のオブジェクトの操作」および 64ページの「レイアウト
上のフィールドの操作」を参照してください。

レイアウトタイプについて
次のセクションでは、新規レイアウト/レポートアシスタントで作
成できるレイアウトについて、それぞれ説明します。

標準レイアウト

データを入力したり画面で表示する場合には、標準レイアウトを
使用すると便利です。このレイアウトには、選択したフィールド
が、選択した順序に一行ずつ表示され、フィールドの左にはフィー
ルドラベルが付加されます。ブラウズモードでは、フォーム形式
を他の形式に切り替えない限り一度に１レコード（フォーム）を
表示することができます。

表レイアウト/レポート

表レイアウト/レポートは、複数のレコードを１行ずつ一覧の表形
式で表示する場合に適しています。新規レイアウト/レポートアシ
スタントでは、さまざまな表レイアウト/レポートを定義すること
ができます。行と列で構成される簡単なレイアウトや、特定の値
でグループ化されたデータに小計と総計を組み合わせたレポート
を作成することができます。

フィールドラベル

定義されているフィールド（[データベースの定義] ダイ
アログボックスで定義された順序で表示されます。）
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表レイアウト/レポートには、選択されたフィールドが、指定され
た順序で左から表示されます。列タイトルには、フィールド名が
表示されます。

新規レイアウト/レポートアシスタントでは、次の処理を選択する
ことができます。

1 ページ幅に合わせて、レイアウトの横方向に表示されるフィー
ルドの個数を調整します。ページ幅は、ページの余白、ページ方
向、プリンタによって決まります。１行に収まらない場合は、
フィールドが次の行に折り返されます。

1 ソートを行うことでレコードをグループ化します。グループ内
のデータの小計や簡単な合計に使用することもできます。たとえ
ば、地域ごとのグループの売上データや、それぞれの地域の売上
の小計を計算することができます。

1 ヘッダやフッタのパートを追加して、固定のテキスト（会社名
など）、自動更新されるテキスト（ページ番号や現在の日付）、ま
たはグラフィック（会社のロゴなど）を表示することができます。

1 スクリプトにレポートを再表示させるための情報を保存でき
ます。たとえば、レイアウトを切り替え、データをソートしてプ
レビューで一時停止してレポートを確認できます。

これらのオプションは、新規レイアウト/レポートアシスタントを
終了した後で変更することもできます。

表形式

表形式は、レイアウトの一種ではなく表示形式の一種で、スプレッ
ドシートのようなグリッドを使用してデータが表示されます。表
形式では、ブラウズモードでフィールドの表示順を簡単に再配置
することができます。たとえば、マウスをクリックするだけで、
簡単に列（フィールド）の並べ替え、列幅の変更、または列のソー
トを実行することができます（該当するオプションが選択されて
いる場合）。表形式は、FileMaker Pro のすべてのレイアウトで利用
可能な３つの表示形式のうちの１つです。詳細については、
20ページの「レコードの表示」を参照してください。

表レイアウト/レポートと同様、表形式でも、選択したフィールド
が指定した順序で左から表示されます。列タイトルにはフィール
ド名が表示されます。

注意 表形式は、単純な表レポート/レイアウトに類似しています
が、異なる点があります。表形式はブラウズモードにおいて表形
式に表示形式を切り替えることができるため、データの表示方法
がより柔軟になります。ブラウズモードでのデータの表示方法を
簡単に変更できるようにしたり、使い慣れたスプレッドシート形
式でデータを表示する場合には、表形式を使用すると便利です。

単純な表レポートレイアウト

データをグループ化した表レポート
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ラベル

選択したフィールドを配置し、あらかじめ定義されている標準の
ラベルサイズでこれを印刷する場合に、ラベルレイアウトまたは
縦書きラベルレイアウトを使用します。FileMaker Pro には、複数
の標準ラベルタイプのサイズがあらかじめ登録されています。必
要なラベルタイプがない場合は、カスタムのラベルサイズを指定
することができます。

縦書きラベルレイアウトでは、ラベルを縦方向で使用できるよう
に全角文字が回転されます。縦書き書式の詳細については、
71ページの「縦書き用のフィールドとテキストの書式設定」を参
照してください。

封筒

選択したフィールドを、標準の一般的な封筒に配置して印刷する
には、封筒レイアウトを使用します。

空白レイアウト

複雑なデータ入力画面などのレイアウトを最初から独自に作成す
る場合は、空白レイアウトを使用します。レイアウトモードに切
り替えて、レイアウト上にフィールドや他のオブジェクトを追加
していきます。

レイアウトとレポートの作成の詳細については、ヘルプを参照し
てください。

段組を使用したレコード印刷の設定
レコードを段組にして印刷（またはプレビュー）するようにレイ
アウトを設定することができます。このオプションは、名前と住
所で構成される名簿などに利用することができます。これは、
フィールドをリスト形式で配置する表レイアウト/レポートと対
照的です。

段組を使用してレコードを印刷するように設定すると、１つのレ
コードのすべてのフィールド値（および指定されている場合はラ
ベル）が１つのラベルのように同じブロック内に印刷され、それ
以降のレコードも、同じようにすべてのフィールド値がまとめて
印刷されます。レイアウトの段組を確認するには、レイアウトモー
ドとプレビューモードに切り替えるか、または実際に印刷してく
ださい。ブラウズモードと検索モードでは表示できません。
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段組を使用した場合には、レコードを縦に並べることも、横に並
べることもできます。

 レイアウト内に段を設定するには、次の操作を行います。

1. プリンタを選択し、印刷設定（用紙設定）を行います。
FileMaker Proでは、選択したプリンタ、および印刷設定（用紙設
定）を元にして、レイアウトにおける余白や単位が算出されます。

2. レイアウトモードに切り替えてレイアウトを作成するか、また
はレイアウトポップメニューからレイアウトを選択します。

空白レイアウトまたはボディパートにオブジェクトが配置されて
いないレイアウトから始めると簡単です。

3. [レイアウト] メニューから [レイアウト設定...] を選択します。

4. [レイアウト設定] ダイアログボックスの [印刷] タブをクリック
して、[印刷時の段数: <値>段]を選択し、段数とそのオプションを
選択して [OK] をクリックします。

5. レイアウト上に、段の区切りを示す垂直線が表示されます。
6. 左側に表示されたサンプルの段で、フィールドとその他のレイ
アウトオブジェクトを配置したり、位置を調整したりします。
より多くのデータを段の幅に納めるには、マージフィールドまた
はスライドするフィールドやオブジェクトを使用します。このい
ずれかの機能を使用すると、フィールドを２段目のグレーの領域
へ拡大することができ、データを表示または印刷するときは
フィールド内の余分なスペースが詰められます。

縦に並べる

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

5

7

2

4

6

8

横に並べる

目的 操作

段数を指定する [印刷時の段数: <値> 段] に、１から 99 までの数
字を入力します。

ページの左から右へ
横方向にレコードを
配置する

[横に並べる]  を選択します。

このオプションは、ラベルなどで、縦方向の行
数を最小限に抑えて用紙を節約します。

ページの上から下へ
縦方向にレコードを
配置する

[縦に並べる]  を選択します。

このオプションは、住所録などで、段ごとに上
から下へ読んでいきたい場合に使用します。

ドラッグして、段幅を調整します。

サンプルの段
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段幅を変更するには、次の操作を行います。

デフォルトで、各段幅は、用紙のサイズ、方向、および設定した
余白に基づき計算されます。段幅を変更するには、次のいずれか
の操作を行います。

段数を変更すると、設定した用紙の幅（固定の余白を除く）に合
わせて段の幅が調整されます。フィールドを、サンプルの段に収
まるように再調整しなければならない場合もあります。

レコード印刷用のレイアウトの設定の詳細については、ヘルプを
参照してください。

レイアウト上のオブジェクトの操作
オブジェクトとは、フィールドやテキスト、グラフィックオブジェ
クト（楕円や挿入したイメージなど）、ボタン、ポータル（関連レ
コードの行を表示するもの）のような個々に独立した要素のこと
です。これらのオブジェクトに対しては、選択、移動、サイズ変
更、削除、コピー、書式設定といった処理を行うことができます。
レイアウト内にオブジェクトを配置することによって、レイアウ
トのデザインを向上させることができます。

それぞれのオブジェクトに対して、ツールパネルや [ツール] ツー
ルバーのツールを使用することができます。[ツール] ツールバー
を表示するには、[表示] メニューの [ツールバー ] サブメニューか
ら目的のツールを選択します。

注意 ドキュメントのウインドウの左側にツールパネルが表示さ
れない場合は、ステータスエリアが非表示になっている可能性が
あります。レイアウトモードで作業していることを確認して（レ
イアウトモードに切り替えるには、[表示] メニューから [レイアウ
トモード] を選択します）、ドキュメントウインドウの左下隅にあ
るステータスエリアコントロール をクリックします。

オブジェクトの選択
レイアウト上のオブジェクトを操作する場合は、最初にレイアウ
トモードに切り替えてから対象のオブジェクトをクリックしま
す。オブジェクトを選択すると、選択したオブジェクトの四隅に
ハンドル（小さな黒い四角形）が表示されます。

オブジェクトを選択するには、ツールパネルで選択ツール を
クリックします。ポインタの形が矢印に変わります。次のいずれ
かの操作を行います。

注意 選択されたオブジェクトの周囲のハンドルが、黒ではなく
グレーで表示される場合は、そのオブジェクトがロックされてい
ることを表します。

目的 操作

段幅を調整する 段の右の境界線（サンプルの段の右端に表示された縦
の破線）をドラッグします。段幅を広げると、グレー
の領域が表示されます。これは段の間の印刷できない
領域です。

段幅を正確な
数値で調整する

[表示] メニューから [オブジェクトサイズ] を選択しま
す。カーソルを段の右端の境界線に合わせて、マウス
のボタンを押します。このときにドラッグしないよう
に注意してください。サイズパレットの最後から２番
目のフィールド  が段幅です。

選択ツール

ツールバー

レイアウトモードのツールパネル

選択されたオブジェクトの
周囲には、ハンドルが表示
されます。
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レイアウト上のオブジェクトの操作の詳細については、ヘルプを
参照してください。

レイアウト上のフィールドの操作
レイアウトを作成した後で、フィールドの追加や不要なフィール
ドの削除を行ったり、データを表示する形式を決めたりすること
ができます。
レイアウト上のフィールドはオブジェクトとして扱われるため、
選択、移動、およびサイズと形の変更が可能です。レイアウト
モードでは、現在のそのフィールドに対して設定されている書式
（フォント、サイズ、スタイル、配置、行間、文字色）でフィール
ド名が表示されます。オブジェクトフィールドを除くすべての
フィールドには、テキストの基線が表示されます。この基線は、
ブラウズモードにおいてデータが表示される位置を示します。ま
た、フィールドを整列させる場合にも使用します。

選択する内容 レイアウトモードでの操作

単一の
オブジェクト

矢印ポインタでオブジェクトをクリックします。オブ
ジェクトに色がついていない場合は、境界線をクリッ
クします。

複数の
オブジェクト

対象のオブジェクトを完全に囲むように、矢印ポイン
タをドラッグします。Ctrl キー（Windows）、または 

2 キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、完全
に囲むように範囲設定しなくても、オブジェクトの
一部が枠内に入っていれば、選択対象となります。
または、Shift キー（Windows）か shift キー（Mac OS）
を押しながらオブジェクトを１つずつクリックします。

レイアウト上の
すべてのオブジェ
クト

[編集] メニューから [すべてを選択] を選択します。

同じタイプのすべ
てのオブジェクト
（すべてのテキスト
オブジェクトや
すべての長方形
など）

[表示] メニューの [ツールバー] サブメニューから [配置] 

を選択して、[配置] ツールバーを表示します。オブ
ジェクトを選択して、[配置] ツールバーの [タイプによ
るオブジェクトの選択] ボタンをクリックします。
または、選択するオブジェクトのタイプに対応する
ツールを選択し、[編集] メニューから [すべてを選択] 

を選択します（この方法は、ボタン、フィールド、お
よびポータルには使用できません）。

すべての
フィールド

矢印ポインタでフィールドをクリックし、Shift キー
（Windows）または option キー（Mac OS）を押しなが
ら、[編集] メニューから [すべてを選択]（Windows）ま
たは [同じものを選択]（Mac OS）を選択します。
または、１つのフィールドを選択し、[配置] ツール
バーの [タイプによるオブジェクトの選択] ボタンをク
リックします。

ポータル ポータルの枠、またはフィールドやオブジェクトを含
んでいないポータル内の領域を矢印ポインタでクリッ
クします。

タブコントロール、
タブパネルおよび
タブパネル上の
オブジェクト

タブコントロールの作成と操作については、ヘルプを
参照してください。

オブジェクトの
選択解除

レイアウト上の空白の領域、またはツールパネルの任
意のツールをクリックします。
または、Shift キー（Windows）または shift キー（Mac 

OS）を押しながら、選択したオブジェクトをクリック
します。

選択する内容 レイアウトモードでの操作

フィールドに
は、フィール
ド名が表示さ
れます。

テキストの基線フィールドラベル

フィールドツール
フィールド/コントロールツール
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次の点に注意してください。

1 レイアウト内に表示されていなくても、データベースに存在し
ているフィールドとそのフィールド内のデータを計算や小計で使
用することができます。

1 フィールドにデフォルトの書式、デザインや動作を設定するに
は、フィールドを選択していない状態でオプションを選択します。
これらのデフォルトの設定は、それ以降追加されるすべての
フィールドに適用されます。68 ページの「フィールドの表示書式
設定」、71ページの「フィールドへの入力の許可と禁止」および
ヘルプを参照してください。それぞれのフィールドに対して、個
別にオプションを設定することもできます。

注意 [フィールド/コントロールの設定] ダイアログボックスで定
義するオプションをデフォルトとして設定することはできません。

レイアウト上のフィールドの配置と削除
フィールドは、あらゆるレイアウトのあらゆる箇所に、必要な数
だけ配置することができます。配置するフィールドは、あらかじ
め定義しておく必要があります。47ページの「データベース
フィールドの定義」を参照してください。

同じフィールドであっても、レイアウトでの配置場所を変えるこ
とで異なる結果が得られます。次に例を示します。

1 同じ集計フィールドを小計パートと総計パートに追加して、小
計パートのフィールドには、ソートされたレコードのグループの
小計を表示させ、総計パートのフィールドには、テーブル内のす
べてのレコードの総計を表示させます。

1 ヘッダパートとフッタパートに同じフィールドを追加して、そ
れぞれのページのヘッダにはページの最初のレコードのデータを
表示させ、フッタにはページの最後のレコードのデータを表示さ
せます。たとえば、住所録のヘッダに姓のふりがなフィールドを
追加する場合などがこれに当たります。

1 同じ関連フィールドをレイアウトに直接追加して最初の関連
レコードのフィールド値を表示させることも、ポータル内に配置
して複数の関連レコードの値を表示させることもできます。ポー
タルは、関連テーブルからレコードを表示するレイアウトオブジェ
クトです。

レイアウト上にフィールドを配置するには、次の操作を行います。

1. レイアウトモードに切り替えて、レイアウトポップメニューか
ら操作するレイアウトを選択します。
2. フィールドツールからフィールドをレイアウト上の配置する位置
へドラッグします。または、[挿入] メニューから [フィールド...]
を選択します。
レイアウト上へフィールドをドラッグすると、フィールド枠とテ
キストの基線が表示されます。これにより、レイアウト上の他の
オブジェクトと位置を合わせやすくなります。フィールドを配置
する位置でマウスのボタンを離します。

 

フィールドのデータを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やドロッ
プダウンカレンダーなどに表示させるには、フィールド/コント
ロールツールで（または、[挿入] メニューから [フィールド/コン
トロール...] を選択して）表示形式を設定します。詳細については、
次のセクション（「レイアウトへのチェックボックスセットやその
他コントロールの設定」）を参照してください。

フィールド
ツール

レイアウト上でフィールドを
ドラッグすると、フィールドの
境界線と基線が表示されます。

フィールド/コントロールツール
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注意 関連フィールドをポータルに配置する場合は、ポータルの
最初の行に挿入します。ポータルの各フィールドが、ポータルに
レコードを表示するように設定された同じ関連テーブルのフィー
ルドであることを確認してください。

3. [フィールド指定] ダイアログボックスで、配置するフィールド
を選択します。

別のテーブルのフィールドを選択するには、フィールドの一覧の
上部にあるテーブル一覧からテーブルを選択します。次にフィー
ルド一覧から目的のフィールドを選択します。または、テーブル
一覧から [データベースの定義...] を選択して、リレーションシッ
プやテーブルを作成します。83ページの「リレーションシップの
作成」を参照してください。

4. レイアウト上で、フィールド名をフィールドラベルとして挿入
する場合は、[ラベルの作成] を選択します。
5. [OK] をクリックします。
現在のレコードからサンプルデータを表示するように選択してい
る場合（[表示] メニューの [オブジェクト] サブメニューから [サン
プルデータ] を選択している場合）を除き、レイアウトのフィール
ドにはフィールド名が表示されます。関連テーブルのフィールド
には、フィールド名の前に２つのコロンが付き、「::フィールド名」
のように表示されます。

フィールドを他のフィールドに置き換える場合は、レイアウト
モードに切り替えてフィールドをダブルクリックし、ダイアログ
ボックスで別のフィールド名を選択し [OK] をクリックします。

レイアウトからフィールドを削除するには、レイアウトモードに
切り替えてフィールドをクリックして選択し、Backspace キーか
Delete キー（Windows）または del キーか delete キー（Mac OS）を
押すか、[編集] メニューから [消去] を選択します。レイアウトか
らフィールドを削除しても、データベースからフィールドやその
データが削除されるわけではありません。

レイアウトへのチェックボックスセットやその他コン
トロールの設定
フィールドは、ドロップダウンリスト、ポップアップメニュー、
チェックボックス、ラジオボタン、またはドロップダウンカレン
ダーとして表示させることができます。また、入力に応じて候補
値を表示するようにオートコンプリートを設定することもできま
す。これらは、データの入力支援オプションです。

フィールドをポップアップメニュー、チェックボックスセット
または他のコントロールとして表示するには、次の操作を行ない
ます。

1. レイアウトモードで、フィールドをダブルクリックします（ま
たは、フィールドを選択し、[書式] メニューの [フィールド/コン
トロール] サブメニューから [設定...] を選択します）。
1 フィールドがレイアウトに配置されていない場合は、フィール
ド/コントロールツールをクリックし、レイアウトで十字ポインタ
をドラッグして、フィールドオブジェクトを追加します。続いて、
[フィールド/コントロールの設定] ダイアログボックスの [データ
を表示:] 領域に追加するフィールドを指定します。

1 フィールドがまだ定義されていない場合は、[データベースの
定義...] を選択し、新しいフィールドを定義します。

挿入するフィール
ドを選択します。

フィールド名をフィー
ルドラベルとして使用
するかどうかを選択し
ます。

別のテーブルのフィー
ルドを配置するには、
テーブルを選択します。
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2. [フィールド/コントロールの設定] ダイアログボックスの[コン
トロールスタイル] 領域で [表示形式:] を選択します。
1 編集ボックス
1 ドロップダウンリスト
1 ポップアップメニュー
1 チェックボックスセット
1 ラジオボタンセット
1 ドロップダウンカレンダー
たとえば、頻繁に使用されるテキスト、数字、日付や時刻の値
一覧を表示するには、ラジオボタンセットが便利です。ラジオボ
タンを使用すると、選択することで値の入力を行うことができます。

別のコントロールスタイルを選択すると、ダイアログボックスに
別のオプションが表示されます。

3. コントロールスタイルのオプションを選択します。
たとえば、[次の値一覧の値を表示:] には、既存の値一覧または
[値一覧の定義...] を選択することができます。

4. フィールドへの入力に応じて候補値を表示するオートコンプ
リートの場合には、[値一覧を使用してオートコンプリート] また
は [入力済みの値を使用してオートコンプリート] のいずれかを選
択することができます。
注意 オートコンプリートは、テキストフィールドに対してのみ有
効です。

5. [OK] をクリックします。

値一覧の定義およびオートコンプリートの詳細については、ヘル
プを参照してください。

関連フィールドの配置場所の決定

関連フィールドを、レイアウトまたはポータルに直接配置するこ
とができます。

1 レイアウトに直接配置した場合　関連フィールドをレイアウ
トに直接配置すると、リレーションシップの条件に一致する関連
レコードが複数ある場合でも、最初の関連レコードのデータだけ
が表示されます。この場合、リレーションシップでソート優先順
位が指定されているかどうかによって、表示される最初の関連レ
コードが異なります。詳細については、83ページの「リレーション
シップの作成」を参照してください。

1 ポータルに配置した場合　関連フィールドをレイアウト上の
ポータルに配置すると、リレーションシップの条件に一致するす
べての関連レコードのデータが表示されます。

注意 関連フィールドを配置する前に、第 3 章「関連テーブルと
関連ファイルの操作」の内容をよく理解しておく必要があります。

フィールド
のコント
ロールスタ
イルを選択
します。

表示する
データを
選択します。

「国」フィールドに設定された値一覧

データ入力時には値一覧
からデータを選択します。

 国
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マージフィールドについて
マージフィールドを使用すると、フィールドデータと定型書簡、
ラベル、封筒、契約書といったドキュメントのテキストを組み合
わせることができます。マージフィールドはテキストブロックで
作成するので、固定のテキストとフィールドデータを同時に使用
することができます。

マージフィールドは、各レコードのフィールドに含まれるテキス
トの長さに合わせて拡大/縮小されます。次に例を示します。

1 マージフィールド <<氏名>> が「様」というテキストの前にあ
る場合（つまり <<氏名>>様」）、「氏名」フィールドに「田中純生」
というテキストが入力されていると、ブラウズモードまたはプレ
ビューモードでは「田中純生様」と表示されます。

1 マージフィールド自体が１行のテキストである場合（宛先ラベ
ルの「住所２」フィールドにデータがない場合など）、テキストブ
ロックから空の行が削除されます。
FileMaker Pro では、マージフィールドを使用してラベルや封筒の
レイアウトを作成します。

フィールドの表示書式設定
FileMaker Pro では、フィールド書式を設定してレイアウトにおけ
るデータの表示方法を変更することができます。書式を指定し
ても、データベースに保存されているデータは変更されません。
同じレイアウト上であっても、場所によってフィールドに異なる
書式を設定することができます。たとえば、数字フィールドに
“-5123”と入力する場合に、「-5,123円」と表示されるように書式
設定することも、「<5123>」と表示されるように書式設定すること
もできます。

FileMaker Pro では、次の優先順位でフィールドの書式が適用され
ます。

1 書式を設定しない場合、数字、日付、および時刻は、ファイ
ルの作成時に [コントロールパネル] の [地域のオプション]
（Windows）または [システム環境設定] の [言語環境] ウインドウ
（Mac OS）で設定されていたシステム書式に基づいて表示されます。

1 オブジェクトが選択されていない状態で、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各フィールド
にデフォルトの書式を設定することができます。これらの書式は、
これから新たにレイアウトに追加されるフィールドに適用されま
す。数字、日付、時刻、およびタイムスタンプのフィールドについ
ては、これらのデフォルト書式がシステム書式より優先されます。

フィールドに対する文字書式の設定

レイアウトモードでは、文字を入力できるすべてのフィールドに
対して、文字属性を指定することができます。フィールド内のす
べての文字（繰り返しフィールドの場合は、すべての繰り返し項
目の値）には、同じ文字属性（フォント、サイズ、スタイル、文
字色、行間隔、タブ、段落設定）が定義されます。

注意 ブラウズモードで、テキストフィールド内の文字の属性（斜
体、下線、強調など）を設定することもできます。レイアウトモー
ドで指定されるテキスト書式とは異なり、この書式はデータとと
もに保存されるため、レイアウトに関係なく、そのフィールドが
表示される場合は常にその属性で表示されます。

1. レイアウトモードで、設定するフィールドを選択して、[書式]
メニューから [文字...] を選択します。
これから追加するフィールドのテキスト属性を指定する場合は、
すべての選択を解除します。

2. [文字書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択します。
選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。

文字属性を
選択します。

１つまたは
複数のスタ
イルを選択
します。
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数字を含むフィールドに対する書式の設定

数字フィールド、計算結果が数字となる計算フィールド、および
集計フィールドでの値の表示方法を設定することができます。

1. レイアウトモードで、数字を表示する１つまたは複数のフィー
ルドを選択します。
2. [書式] メニューから [数字...] を選択します。
3. [数字書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択します。
選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。

4. [OK] をクリックします。

日付フィールドに対する書式の設定

日付フィールドおよび計算結果が日付となる計算フィールドでの
値の表示方法を設定することができます。

注意 混乱を避けるため、フィールドで日付を使用する場合は、必
ず４桁の西暦を表示するように日付フィールドの書式を設定する
ことをお勧めします。

1. レイアウトモードで、日付フィールドまたは計算結果が日付と
なる計算フィールドを選択します。
2. [書式] メニューから [日付...] を選択します。
3. [日付書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択します。
選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。

4. [OK] をクリックします。

時刻フィールドに対する書式の設定

フィールドでの時刻の表示方法を設定することができます。

1. レイアウトモードで、時刻フィールドまたは計算結果が時刻と
なる計算フィールドを選択します。
2. [書式] メニューから [時刻...] を選択します。

マイナス値表
示用のオプ
ションを設定
します。

フォント、スタイル、
サイズ、行間隔、配置、
色を指定します。

論理値や小数
点を含む数値、
および通貨に
関するオプ
ションを選択
します。

数字を漢数字
の書式で表示
するためのオ
プションを設
定します。

３桁の区切り記号や小数
点記号、漢字の位取り記
号を設定します。

フォント、スタイ
ル、サイズ、色、
行間隔、および行
揃えを設定します。

曜日、月、
日付、年、
およびセパ
レータの文
字に関する
オプション
を選択し
ます。

入力されたとおり
に表示するか、あ
らかじめ定義され
ている書式を使用
するか、または個
別に設定する書式
で表示するかを選
択します。

日付を漢数字で
表示するための
オプションを選択
します。
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3. [時刻書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択します。
選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。

4. [OK] をクリックします。
小数秒を表示するように秒の構成要素の書式を設定する場合は、
次の手順に進みます。

5. [書式] メニューから [数字...] を選択します。
6. [数字書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択します。
秒の構成要素の表示に影響するのは、[小数点以下の桁数:] と
[小数点記号:] の２つのオプションのみです。残りのオプションを
設定しても効果はありません。

7. [OK] をクリックします。

8. [OK] をクリックします。

タイムスタンプフィールドに対する書式の設定

フィールドでのタイムスタンプの表示方法を設定することができ
ます。タイムスタンプフィールドの書式設定は、日付、時刻（秒
の部分は除く）、および秒（小数秒を含む）の３つの構成要素を個
別に書式設定することによって行います。

1. レイアウトモードで、タイムスタンプフィールドまたは計算結
果がタイムスタンプとなる計算フィールドを選択します。
2. 日付の構成要素の書式を設定するには、[書式] メニューから
[日付...] を選択します。
3. [日付書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択して
[OK] をクリックします。
4. 時刻の構成要素（秒の部分を除く）の書式を設定するには、
[書式] メニューから [時刻...] を選択します。
5. [時刻書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択して
[OK] をクリックします。
6. 秒および小数秒の構成要素の書式を設定するには、[書式] メ
ニューから [数字...] を選択します。
7. [数字書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選択して
[OK] をクリックします。
秒の構成要素の表示に影響するのは、[小数点以下の桁数:] と [小
数点記号:] の２つのオプションのみです。残りのオプションを設
定しても効果はありません。

選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。

オブジェクトフィールドに対する書式の設定

オブジェクトフィールド内のイメージとファイルアイコンの表示
方法を設定することができます。

注意 レイアウトに挿入したグラフィックオブジェクトを書式設
定する場合も、次の手順と同じです。

1. レイアウトモードに切り替えて、オブジェクトフィールド、ま
たは挿入したグラフィックを選択します（複数も可）。

フォント、スタイル、サイズ、
色、行間隔、および行揃えを設
定します。

時刻を入力されたとおりに表示
するか、あらかじめ定義されて
いる書式を使用するか、または
個別に設定する書式で入力する
かを選択します。

日本語で時刻を表示するための
オプションを選択します。



第 2 章 | データベースの作成 71

2. [書式] メニューから [グラフィック...] を選択します。
3. [グラフィック書式] ダイアログボックスで、使用する書式を選
択します。
選択したオプションの効果は、このダイアログボックスの [例] 領
域で確認することができます。ファイルアイコンは拡大/縮小しま
せん。

4. [OK] をクリックします。

縦書き用のフィールドとテキストの書式設定

オペレーティングシステムで日本語のテキスト入力がサポートさ
れている場合、日本語のテキストを縦書き書式で表示するように
フィールドオブジェクトとテキストオブジェクトを書式設定する
ことができます。縦書きでは、文字は上から下に表示され、連続
する縦の段は縦方向に右から左に表示されます。これは、ラベル
に住所を印刷する場合に便利です。

１つまたは複数のフィールドを選択して、[書式] メニューの [文字
の方向] サブメニューから [縦書き] を選択すると、フィールド内
の文字が反時計回りに 90 度回転します。フィールド自体は回転し
ません。選択したフィールドを回転させるには、[配置] メニュー
から [90度回転] を選択します。

テキストの印刷方法に応じて、レイアウトのページの方向を変更
することができます。この操作を行うには、[ファイル] メニュー
から [印刷設定...]（Windows）または [用紙設定...]（Mac OS）を選
択して、印刷の向きを縦または横に変更します。

フィールドへの入力の許可と禁止

フィールドへの入力を許可または禁止することができます。たと
えば、シリアル番号が含まれるフィールドへの入力を制限して、
そのフィールドを修正できないようにすることができます。ブラ
ウズモードと検索モードで個別のデータ入力オプションを設定す
ると、シリアル番号の入力は禁止したとしても、シリアル番号の
検索は許可することができます。

フィールドへの入力を許可する場合は、ブラウズモードや検索
モードでそのフィールドををクリックするか、またはタブで移動
したときに、フィールドの内容全体を選択するように設定するこ
とができます。このように設定しない場合は、フィールド内のテ
キストの末尾に挿入ポイントが表示されます。フィールドへの入
力方法を設定するには、次の操作を行います。

1. レイアウトモードで、１つまたは複数のフィールドを選択し
ます。
2. [書式] メニューの [フィールド/コントロール] サブメニューか
ら [動作...] を選択します。
3. [フィールド選択時の動作] ダイアログボックスで、使用するオ
プションを選択します。

縦方向にグラ
フィックを揃え
る場合の配置す
る方法を指定し
ます。

グラフィックを枠内に
埋め込む方法を選択し
ます。

横方向にグラフィッ
クを揃える場合の配
置する方法を指定し
ます。

目的 操作

ブラウズモード、検索
モード、あるいは両方の
モードでフィールドへの
入力を禁止する

[フィールドへの入力を許可する:] で、[ブラウズ
モード]、[検索モード]、または両方のオプション
の選択を解除します。

フィールドに移動したと
きフィールドの内容をす
べて選択する

[フィールドに入るとき全内容を選択] を選択し
ます（[フィールドへの入力を許可する:] のオプ
ションも選択する必要があります）。
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4. [OK] をクリックします。

レイアウト上のフィールドの操作の詳細については、ヘルプを参
照してください。

レイアウト上のパートの操作

FileMaker Pro のレイアウトは、レイアウトパートと呼ばれるいく
つかの部分に分けられており、パートごとにフィールド内のデー
タの処理方法や表示方法が定義されています。パートを利用して、
たとえば次のようにデータの印刷方法を指定することができます。

1 各レコードに対して一度ずつ印刷する
1 各ページに一度だけ印刷する
1 ソートされたレコードグループの前または後に一度だけ印刷
する（レコードのグループごとに小計を計算する場合など）

レイアウトには、少なくとも１つのパートが必要です。レイアウ
トパートには、フィールド、ポータル、ボタン、テキスト、およ
びその他のオブジェクトを含めることができます。レイアウト
モードでは、レイアウトパート間の分割を表す横の点線が表示さ
れ、分割線の左にはパートラベルが表示されます。

新規レイアウト/レポートアシスタントを使用すると、選択する内
容に従って、適切なレイアウトパートが自動的に作成されます。
アシスタント終了後に、必要に応じてレイアウトパートを追加、
変更、または削除することができます。57ページの「レイアウト
とレポートの作成」を参照してください。

レイアウトパートのタイプについて 

次の表は、レイアウトパートの各タイプについて説明します。

日本語のインプットメ
ソッドを使用するフィー
ルドに対してテキスト入
力モードを指定する
注意 このオプションは、
日本語のテキストを入力
できるようにオペレー
ティングシステムが設定
されている場合に利用で
きます。

[IME モードの切り替え:] を選択して、リストか
ら入力モードを選択します。

キーボードを使用して次
のフィールドに移動する
方法を設定する

[Tab キー ]、[Return キー ]、[Enter キー ]、または
これらのオプションの組み合わせを選択します。

目的 操作

レイアウト
パート

説明

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。タ
イトルヘッダが設定されている場合は、最初のページのヘッ
ダがタイトルヘッダで置き換えられます。レポートでは、タ
イトルページを分割して印刷することもできます。レイアウ
トにはタイトルヘッダを１つだけ設定することができます。

ボディ

ヘッダ

小計
後部総計

フッタ 営業報告書

ボディの下の小計には、区分け
フィールド（部門など、グループ
化の基準として使用するフィール
ド）でソートされたレコードグ
ループに対する集計データが表示
されます。

後部総計

フッタ

代理店名 製品 ID 数量 金額
鈴木洋一 ET3 1 ¥900
鈴木洋一 ET4 1 ¥3,200
鈴木洋一 ET1 2 ¥7,000
鈴木洋一 ET5 3 ¥9,600

小計 ¥20,700

村上竜太 ET6 2 ¥6,400
村上竜太 ET7 5 ¥1,250
村上竜太 ET2 2 ¥2,400

小計 ¥10,050

総計 ¥30,750

売上レポート EveryWhere Travel Confidential 2005 年７月



第 2 章 | データベースの作成 73

レイアウトに、小計、総計、平均、カウントなどの集計データを
定義する場合は、集計フィールドを集計レイアウトパートに定義
します（51ページの「集計フィールドの定義」を参照してくださ
い）。集計パートには、総計パートと小計パートがあります。

1 総計パートには通常、１つまたは複数の集計フィールドが含ま
れています。集計フィールドには、すべてのレコードに関する集
計情報（合計など）が表示されます。

1 小計パートには通常、１つまたは複数の集計フィールドが含ま
れています。集計フィールドには、特定のレコードのセットに対
する「小計」情報が表示されます。レコードは区分けフィールド
の値によるソートでグループ化することができます。区分け
フィールドの値が変わると、レポートが区切られ、小計パートが
レイアウトに挿入されます。

レイアウトパートの操作の詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

ヘッダ すべての画面またはページの先頭部分に表示されます。た
だし、タイトルヘッダが設定されていない場合は、最初の
ページのみヘッダではなくタイトルヘッダが表示されます。
タイトルまたは表レイアウトの列タイトルに使用されます。
１つのレイアウトにはヘッダを１つだけ設定することがで
きます。

ボディ ボディに配置したフィールド、テキストオブジェクト、グ
ラフィックなどのオブジェクトは、対象レコードの各レ
コードごとに１回ずつ表示されます。１つのレイアウトに
はボディを１つだけ設定することができます。

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く)。１つのレイアウトには
フッタを１つだけ設定することができます。

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（指
定されている場合）に代わって表示されます。１つのレイ
アウトにはタイトルフッタを１つだけ設定することができ
ます。

レイアウト
パート

説明
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第 3 章
関連テーブルと関連ファイルの操作

この章では、次の操作の基本について説明します。

1 リレーションシップデータベースを計画する
1 リレーションシップを作成および編集する
1 ルックアップを作成および編集する

FileMaker Pro では、リレーショナルデータベースおよびルック
アップの基礎として関連テーブルを使用します。リレーショナル
データベースでは、他のテーブルからのデータを動的に処理する
ことができるため、１か所でデータを変更するだけで、関連デー
タが表示される箇所すべてに変更を反映させることができます。
ルックアップでは、あるテーブルから別のテーブルにデータをコ
ピーして貼り付ける（ペーストする）ことができます。挿入され
たルックアップデータは、編集するか、もう一度ルックアップを
実行しない限り変更されません。

リレーショナルデータベースは、次のような場合に使用します。

1 参照元（または現在）のテーブルで、最新のデータを表示させ、
操作する必要がある場合。たとえば、ある項目の現在の価格など、
関連テーブルの現在のデータが必要な場合に、関連フィールドの
データを表示する際に使用します。関連レコード内のデータを変
更すると、現在のテーブル内に取り込まれたデータも自動的に更
新されます。

1 データを効率的かつ柔軟な形で設定および管理する必要があ
る場合。重複する値が入力された多数のデータベーステーブルや
ファイルを作成する代わりに、値を一度だけ保存しておき、リレー
ションシップを使用してこれらの値を利用できます。データの変
更は１か所で行われるため、データが重複することはなく、整合
性も高くなります。

1 データは１箇所だけで保存されるため、ディスクスペースも少
なくて済みます。

ルックアップは、次のような場合に使用します。

1 関連テーブルからデータをコピーして、関連データが変更さ
れてもコピーした状態のままで保存する場合。たとえば、ルック
アップを使用して購入時の項目の価格を「請求書」テーブルにコ
ピーします。ルックアップを使用すると、関連テーブルの価格が
変化した場合でも、「請求書」テーブルの価格は変わりません。

注意 FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細
および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。

リレーションシップについて
リレーションシップは、データを編成するための強力な方法です。
リレーションシップを使用すると、共通のフィールド値、異なる
フィールド値、または複数のフィールドの値の比較に基づき、１つ
または複数のテーブルのデータを結合することができます。

リレーションシップを作成した後は、次のいずれかの操作を行っ
て、関連テーブルのデータを表示することができます。

1 リレーショナルデータベースをデザインする。リレーショナル
データベースとは、一緒に使用することによって意味のある関係
が形成され、必要なデータがすべて揃うようなデータベースファ
イル（データベーステーブル）です。各データは特定のテーブル
のみに保存されていますが、どの関連テーブルからもデータにア
クセスし、表示することができます。どの関連データも変更可能
で、変更は関連データを使用するすべての箇所に表示されます。
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1 ルックアップを定義し、関連テーブルのデータをコピー先の
テーブルのフィールドにコピーする。コピーしたデータは、コピー
先のフィールドにコピーして貼り付けた（ペーストした）場合と
同様に、２か所に保存されます。ルックアップされたデータは、
コピーした時点での最新の状態ですが、一度コピーしたデータは、
再度ルックアップするか、ルックアップをもう一度実行するまで、
同じ状態のままになります。

たとえば、旅行代理店の場合、 「ツアー」テーブルに商品（旅行）
と現在の価格を、「顧客」テーブルに顧客の情報を、「請求書」テー
ブルに各請求書の記録を、「項目」テーブルに、請求書の各項目の
データ、および販売した旅行とその販売価格を含めて保存します。
請求書には動的なデータと静的なデータが混在するため、リレー
ショナルデータベースとルックアップの両方を使用して、データ
を表示します。「項目」テーブルのレコードは、「請求書」レイア
ウトのポータルに動的に表示されますが、各項目の実際の販売価
格はルックアップを使用して入力されるため、将来価格が変更に
なった場合でも、請求書の合計は販売時点での価格を正確に反映
した価格が保たれます。

リレーショナルデータベースを作成するには、２つのフィールド
（照合フィールド）の間にリレーションシップを定義します。照合
フィールドは、異なるテーブル内、または同じテーブル（自己連
結）内に定義することができます。リレーションシップに設定さ
れた条件に従って、一方の照合フィールドの値がもう一方の照合
フィールドの値と正しく比較された場合は、関連データにアクセ
スすることができます。

リレーションシップを作成したら、現在のテーブル内のフィール
ドを使用する場合と同様に、関連テーブルのフィールドを使用し
て、 計算式の一部、スクリプト内、別のリレーションシップの照
合フィールドなどとして、レイアウト上にデータを表示すること
ができます。関連テーブルのレコードを操作する場合、適切なア
クセス権があれば、すべてのモードで関連フィールドのデータを
操作することができます。

現在のテーブル

ルックアップでは、関連テーブルのデータが現在のテーブルに
コピーされます。

R20顧客 ID

東京-大阪経路

R20顧客 ID

東京-大阪経路

リレーショナルデータベースでは、関連テーブルのデータは現在の
テーブルに表示されるだけで、コピーされるわけではありません。

R20顧客 ID

東京-大阪経路

R20顧客 ID

東京-大阪経路

現在のテーブル 関連テーブル

関連テーブル

「請求書」テーブル

A-200-61請求番号

2005 年 10 月 16 日日付

C100顧客 ID

ツアー ID ツアー名

T10

料金 ¥

東京-ローマ 55,000

T20 ローマ-
イスタンブール 70,000

木下名前

125,000合計金額「顧客」テーブル

C100顧客 ID

木下顧客名

03-3555-3456電話番号

ツアー ID ツアー名

T10 東京-ローマ
T20 ローマ-イスタンブール

「ツアー」テーブル

T10ツアー ID

東京-ローマツアー名

経路 ID 出発地

R200

目的地

東京 パリ
R42 パリ ローマ

ポータルに表示された
「項目」テーブルの
レコード
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関連フィールドがポータルの形で配置されている場合には、関連
レコードがすべて表示されます。関連フィールドがポータルの形
式で配置されていない場合は、最初の関連レコードのデータが表
示されます。
リレーションシップの詳細については、ヘルプを参照してください。

リレーショナルデータベースの用語について
リレーショナル機能やルックアップ機能を使用する場合には、次
の用語を理解しておく必要があります。それぞれの用語の内容に
ついては、以下の各セクションで具体的に説明されています。

用語 説明

現在のテーブル リレーショナルデータベースの場合は、現在作業してい
るテーブル
ルックアップの場合は、データのコピー先のテーブル

外部テーブル 現在のファイルの外部、つまり別のファイルにあるテーブル

ルックアップの
コピー先フィール
ド（ルックアッ
プの場合のみ）

ルックアップによって取り込んだデータを保存するため
のテーブル内のフィールド

ルックアップの
コピー元フィール
ド（ルックアッ
プの場合のみ）

テーブルにコピーするデータが保存されている関連テー
ブル内のフィールド

照合フィールド 現在のテーブルと関連テーブルのフィールドの照合（ど
のデータをどのレコードにコピーするかの決定）を行う
際に使用する値が保存されている、現在のテーブルの
フィールドおよび関連テーブル内のフィールド。キー
フィールドと呼ばれることもあります。リレーション
シップごとに、それぞれのファイルの照合フィールドを
１つ選択します。
リレーショナルデータベースの場合は、リレーション
シップが成立するために、現在のテーブルと関連テーブ
ルの照合フィールドの値が一致していることが必要にな
ります。78ページの「リレーションシップの照合フィー
ルドについて」を参照してください。
ルックアップの場合は、照合フィールドの値が現在の
テーブルと関連テーブルで一致している必要はありません。

ポータル  関連テーブルからレコードを表示するレイアウトオブ
ジェクト。ポータルを使用すると、関連ファイルの各関
連フィールドのデータがポータル内に１行ずつ表示され
ます。

関連フィールド 別のテーブルのフィールド（または同じテーブル内の別
のフィールド）に関連するテーブルのフィールド。２つ
のテーブルの間に直接または間接的にリレーションシッ
プが作成されていると、一方のテーブルのフィールドの
データに他方のテーブルからアクセスできます。

関連レコード そのレコード内の照合フィールドの値が別のテーブル内
の照合フィールドの値と一致している関連テーブル内の
レコード

関連テーブル リレーショナルデータベースの場合は、現在のテーブル
からアクセスし、操作するデータが保存されているテー
ブル
ルックアップの場合は、コピーするデータが保存されて
いるテーブル。
テーブルをそのテーブル自体に関連させることができま
す。これを自己連結と呼びます。

リレーショナル
演算子

リレーションシップグラフの場合は、２つのテーブルの
１組または複数組のフィールドの一致条件を定義する記
号。リレーションシップグラフの演算子には、 等しい
（=）、等しくない（≠）、大きい（>）、大きいか等しい
（≥）、小さい（<）、小さいか等しい（≤）、およびすべて
の行、つまりデカルト積（X）が含まれます。

リレーション
シップ

リレーションシップにより、あるテーブルのデータに別
のテーブルからアクセスできます。リレーションシップ
グラフでリレーションシップを作成するときに指定した
条件に応じて、あるテーブルの１つのレコードを別のテー
ブルの１つのレコードに結合したり、１つのレコードを
複数の他のレコードに結合したり、あるテーブルのレ
コードすべてを別のテーブルのレコードすべてに結合す
ることができます。リレーションシップは、リンクまた
は連結式と呼ばれることもあります。

用語 説明
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リレーションシップグラフについて
リレーションシップグラフでテーブルを操作する場合、テーブル
を使用してデータの仮想表を構成していることになります。リ
レーションシップグラフの各テーブルの名前は、データの別個の
仮想表を表します。２つのテーブルを連結する場合は、２つの既
存の仮想表を利用して、３つめの仮想表を作成することになりま
す。リレーションシップにテーブルを追加した場合、連続する各
テーブルは、そのリレーションシップで関連データにアクセスす
るために満たさなければならない条件の追加の集合を表します。

リレーションシップグラフでは、任意の２つのテーブル間にリ
レーションシップを作成することができますが、テーブル間を循
環する（閉じたループの）リレーションシップを作成することは
できません。つまり、各リレーションシップには開始テーブルと
終了テーブルが必要で、これらは異なるテーブルでなければなり
ません。

各リレーションシップはそれぞれ特定の条件を表すので、リレー
ションシップではコンテキストに注意する必要があります。コン
テキストとは、リレーションシップを評価する基準となるグラフ
内のポイントです。グラフが循環することはないため、グラフの
各ポイントでは、データの異なる表示が提供されます。
FileMaker Pro では、リレーションシップグラフ内で循環を作成す
ることはできないため、循環を作成しようとすると、固有の名前
を持つ新しいテーブルの名前が生成されます。この新しいテーブ
ルの名前は、グラフ内の他のテーブルの名前と同様に機能するた
め、新しいリレーションシップを使用して操作を続行することが
できます。

リレーションシップグラフの詳細については、ヘルプを参照して
ください。

リレーションシップの照合フィールドについて
テーブル間にリレーションシップを作成する場合は、各テーブル
の１つまたは複数のフィールドを照合フィールドとして選択しま
す。通常、照合フィールドには共通の値が保存されています。一般
的なリレーションシップでは、あるテーブルの特定のレコードが、
共通の照合フィールド値を持つ別のテーブルのレコードに関連し
ます。

たとえば、「顧客」テーブルと「請求書」テーブルそれぞれで「顧
客 ID」フィールドを使用して、各顧客と購入品を一意に識別する
ことができます。これらの２つのテーブルが「顧客 ID」を照合
フィールドとして使用して関連している場合、「顧客」テーブルの
レコードに、一致する顧客 ID が入力されている各請求書を表示す
るポータルを表示することができます。また、「請求書」テーブル
では、同じ顧客 ID が入力されている各請求書に、常に同じ顧客
データを表示することができます。

リレーションシップで使用する照合フィールドには、異なる名前
のフィールドを使用することができます。照合フィールドには、
オブジェクトフィールドまたは集計フィールドを除くすべての
フィールドタイプを使用することができます。

照合フィールドの詳細については、ヘルプを参照してください。

リレーション
シップグラフ

[データベースの定義] ダイアログボックスの [リレーショ
ンシップ] タブで、現在のファイルおよび外部の関連デー
タベースファイルの両方のテーブルの名前を参照するこ
とができます。リレーションシップグラフで、テーブル
を結合したり、異なるテーブルのフィールド間のリレー
ションシップを変更したりします。
新しいテーブルを作成すると、リレーションシップグラ
フにテーブルを表す画像（テーブル名）が表示されます。
同じテーブルの複数のテーブル名を固有の名前で指定し
て、グラフ内で複雑なリレーションシップを操作するこ
とができます。

ソースファイル リレーションシップグラフにテーブルを追加する元の
ファイル

ソーステーブル リレーションシップグラフ内の１つまたは複数のテーブ
ルが基づくテーブル。ソーステーブルは、[データベース
の定義] ダイアログボックスの [テーブル] タブで定義され
ているテーブルです。

用語 説明
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リレーションシップのタイプ
リレーションシップを使用して２つのテーブルを連結する場合、
関連レコードへのアクセスや表示に使用する条件を設定すること
になります。

条件には、テーブル A のフィールドとテーブル B のフィールドの
照合といった単純な条件や、より複雑な条件を指定することがで
きます。通常は、リレーションシップ定義を複雑にするほど、返
される関連レコードが絞り込まれます。たとえば、リレーション
シップの一方または両方で複数の照合フィールドを使用するリ
レーションシップや、不等号リレーショナル演算子を使用して照
合フィールドを比較するリレーションシップ、計算照合フィール
ドを使用したリレーションシップなどは、複雑なリレーション
シップです。

単一条件リレーションシップ

単一条件リレーションシップでは、あるフィールドのデータが別
のフィールドのデータと照合されます。

たとえば、「顧客」テーブルの「顧客 ID」フィールドと「電話番
号」テーブルの「顧客 ID」フィールドが同じときに、一方のテー
ブルのレコードが他方のテーブルのレコードに関連する場合など
です。

単一条件リレーションシップは、シリアル番号や ID 番号などの共
通する１つの値に基づいて２つのテーブルを関連させる場合に使
用します。たとえば、「連絡先」データベースに２つのテーブルが
あり、 「顧客」テーブルには名前と住所、「電話番号」テーブルに
は電話番号と電話番号の種類（勤務先、自宅、FAX など）が保存
されているとします。１人の顧客が複数の電話番号を使用している
可能性があるため、データは２つのテーブルに分割されています。

これらのテーブルには、次のようなフィールドがあります。

「顧客 ID」フィールドは、これらの２つのテーブル間のリレー
ションシップの照合フィールドです。「顧客」テーブルでは、「顧
客 ID」フィールドにシリアル番号の自動入力が設定されており、
「顧客」テーブルの各レコードには固有な ID 番号が付けられます。
「電話番号」テーブルでは、「顧客 ID」は単なる数字フィールド
です。

照合
フィールド

照合
フィールド

テーブル フィールド名 コメント

顧客 顧客 ID シリアル番号の自動入力を設定し
た数字フィールド。「顧客」テーブ
ルの照合フィールドです。

姓 テキストフィールド

名 テキストフィールド

郵便番号 テキストフィールド

都道府県 テキストフィールド

市町村区 テキストフィールド

住所 テキストフィールド

電話番号 電話番号 テキストフィールド

種類 テキストフィールド

顧客 ID 数字フィールド。「電話番号」テー
ブルの照合フィールドです。
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このリレーションシップは、「電話番号」テーブルに関連レコード
を作成することができるように定義されているため、新しい関連レ
コードを作成すると、「顧客」テーブルのレコードの「顧客 ID」の
数字が自動的に「電話番号」テーブルの「顧客 ID」フィールドに
挿入されます。これにより、「電話番号」テーブルの複数のレコー
ドを「顧客」テーブルの単一のレコードに関連させることがきます。

ユーザは空白のポータル行に電話番号を入力することができ、入
力すると、その電話番号に対して自動的に関連レコードが作成さ
れます。

複数条件リレーションシップ

複数条件リレーションシップでは、照合フィールドの数を増やし
ます。これにより、FileMaker Pro が関連フィールドを正しく連結
する前に評価する条件を増やします。複数条件リレーションシッ
プでは、リレーションシップの各テーブルの各照合フィールドの
値は、フィールドが表示されている順に比較されます。これは
AND 比較演算と呼ばれ、正しく一致するには、すべての照合
フィールドに対して、他方のテーブルに対応する値が存在する必
要があります。

複数条件リレーションシップは、顧客 ID と日付など、複数の共通
する値に基づいて２つのテーブルを関連させる場合に使用します。

このリレーションシップでは、「顧客 ID」と「レンタル日」の両
方が「貸出項目」テーブルに対する照合フィールドです。「顧客」
テーブルにある、「顧客 ID」の値が 1000、「レンタル日」の値が
2004/10/10 のレコードは、「貸出項目」テーブルにある、「顧客 ID」
と「貸出項目」の両方の値がそれぞれ 1000と 2004/10/10 であるレ
コードにのみ一致します。両方のテーブルの「顧客 ID」フィール
ドの値が一致しても、両方のテーブルの「レンタル日」フィール
ドが一致しない場合は、このリレーションシップによって関連レ
コードは返されません。

たとえば、設備用品レンタルのデータベースに３つのテーブルが
あるとします。「設備用品」テーブルは、貸出用の設備用品が保存
されている静的なテーブル、「顧客」テーブルには顧客の名前と住
所が保存されており、「貸出項目」には、各設備用品の貸出記録
（設備 ID、顧客 ID、およびレンタル日を含む）が保存されてい
ます。このデータベースの目的は、設備用品の貸出を管理して、
特定の日における特定の顧客の貸出をすべて表示することです。

このデータベースでは３つのテーブルを使用しますが、複数条件
リレーションシップが設定されているのは、「顧客」テーブルと
「貸出項目」テーブルの間です。これらのテーブルには、次のよう
なフィールドがあります。

空白のポータル行に電話番号を入力します。

ポータル

テーブル フィールド名 コメント

顧客 顧客 ID シリアル番号の自動入力を設定し
た数字フィールド。「貸出項目」
テーブルに対する照合フィールド
の１つです。

レンタル日 日付フィールド。「貸出項目」テー
ブルに対するもう１つの照合
フィールドです。

照合
フィールド

照合
フィールド



第 3 章 | 関連テーブルと関連ファイルの操作 81

このリレーションシップは、「貸出項目」テーブルに関連レコード
を作成することができるように定義されているため、ユーザは空
白のポータル行に貸出情報を入力することができます。貸出情報
を入力すると、FileMaker Pro によって、その貸出品に対する関連
レコードが自動的に作成されます。

比較演算子を使用したリレーションシップ

比較リレーションシップでは、次の１つまたは複数の演算子を使
用して、２つの関連テーブルの照合フィールドの値を比較します。
設定した条件に従って比較演算が正常に評価されると、リレー
ションシップによって関連レコードが返されます。

この例では、「ツアー」テーブルと「顧客」テーブルの「ツアー
日」フィールドが照合フィールドです。たとえば、「ツアー」テー
ブルのあるレコードで「ツアー日」フィールドの値が 2004/12/11
の場合は、「顧客」テーブルにある、「ツアー日」フィールドの値
が 2004/12/10 以前であるすべてのレコードが、「ツアー」テーブル
のそのレコードと関連します。「顧客」テーブルのあるレコードで
「ツアー日」フィールドの値が 2004/12/11 の場合は、「ツアー」テー
ブルにある、「ツアー日」フィールドの値が 2004/12/12 以降である
すべてのレコードが、「顧客」テーブルのそのレコードと関連し
ます。

貸出項目 顧客 ID 数字フィールド。「顧客」テーブル
に対する照合フィールドの１つで
す。

レンタル日 日付フィールド。「顧客」テーブル
に対するもう１つの照合フィール
ドです。

設備 ID 数字フィールド

リレーショナル
演算子 レコードが一致する条件

= 照合フィールドの値が等しい

≠ 照合フィールドの値が等しくない

テーブル フィールド名 コメント

このオプションを選択すると、
「貸出項目」テーブルに関連テーブル
を作成できます。

< 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールド
の値よりも小さい

≤ 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールド
の値よりも小さいか等しい

> 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールド
の値よりも大きい

≥ 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールド
の値よりも大きいか等しい

x 照合フィールドの値に関係なく、左側のテーブルの
すべてのレコードを右側のテーブルのすべてのレ
コードに一致させる

リレーショナル
演算子 レコードが一致する条件

「大きい」リレーショナル演算子

照合
フィールド

照合
フィールド
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レコードの範囲を返すリレーションシップ

レコードの範囲を返すリレーションシップは、複数条件リレー
ションシップに似ていますが、比較演算子を使用して、指定した
条件の１つよりは大きく、他の条件よりは小さいレコードを検索
する点が異なります。一般的に、このようなリレーションシップ
は、一定範囲の日付やシリアル番号に該当するレコードを返す場
合に使用します。

たとえば、テーブル E 内から、テーブル F にある、日付フィール
ド F の値が開始日 E より遅く、終了日 E よりは早いレコードをす
べて表示するとします。

このリレーションシップは、テーブル F から、日付フィールド F
の値が開始日 E よりは遅く、終了日 E よりは早いレコードを返し
ます。

次に例を示します。

次に別の例を示します。

自己連結

自己連結とは、両方の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のことです。自己連結では、同じテー
ブル内の異なるレコードに対してリレーションシップを作成しま
す。現在のテーブルのレイアウト上のポータルで自己連結を使用
して、各マネージャの下に配属されているすべての従業員を表示
するなど、テーブル内の特定のデータを表示することができます。

リレーションシップグラフで自己連結リレーションシップを定義
すると、テーブルの２つ目の名前が生成され、この名前に基づい
て自己連結を設定します。これは、リレーションシップグラフが
循環するのを防ぐためです（循環しているリレーションシップは
評価できません）。

照合
フィールド照合

フィールド

このリレーションシップで複数の
リレーショナル演算子が使用され
ていることを表します。

このリレーションシップでは、「大きい」
および「小さい」リレーショナル演算子
が使用されています。

フィールド 含まれる値
 テーブル F から返される
 関連レコード

開始日 E 2005/11/01  2005/11/14

 2005/11/27
終了日 E 2005/12/01

フィールド 含まれる値
 テーブル F から返される
 関連レコード

開始日 E 2005/12/01  2005/12/02

 2005/12/15

 2005/12/17

 2005/12/26

終了日 E 2006/01/01
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このリレーションシップは、テキストフィールド G1 の値がテキ
ストフィールド G2 の値と同じ場合に、テーブル G の関連レコー
ドを返します。

このタイプのリレーションシップの詳細については、ヘルプを参
照してください。

リレーショナルデータベースの計画
リレーショナルデータベースの計画の詳細については、43ページ
の「データベースの計画」を参照してください。

リレーションシップグラフの操作
リレーションシップグラフを使用して、データベースファイル内
のリレーションシップを作成、変更、および表示します。リレー
ションシップグラフを使用して、テーブルやリレーションシップ
を複製したり、テーブルのサイズや配置を変更したり、テキスト
ノートを追加することができます。選択したテーブルに１方向リ
レーションシップによってリンクされているテーブルを強調表示
したり、現在選択されているテーブルと同じソーステーブルを持
つテーブルを強調表示することができます。詳細については、ヘ
ルプを参照してください。

デフォルトでは、現在のデータベースファイル内にあるすべての
テーブルがリレーションシップグラフに表示されます。グラフの
下部にあるボタンを使用して、他のファイルからテーブルを追加
したり、同じテーブルの複数の名前をグラフに追加したり、グラ
フからテーブルを削除することができます。

リレーションシップの作成

リレーションシップを作成するには、次の操作を行います。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[リレーション
シップ] タブをクリックします。
3. リレーションシップグラフで、作成するリレーションシップに
使用する２つのテーブルを指定します。
指定したテーブルはグラフ内のどこにでも表示できますが、リ
レーションシップを作成するには、グラフ上に存在している必要
があります。自己連結リレーションシップの場合は、１つのテー
ブルを指定すると、２つ目のテーブルの名前が自動的に作成され
ます。

4. 一方のテーブルのフィールドをクリックして、他方のテーブル
の対応する照合フィールドまでドラッグします。
または、  をクリックし、[リレーションシップ編集] ダイアログ

ボックスを開いてリレーションシップを作成することもできます。

5. 作成するリレーションシップで使用する各照合フィールドに対
して、手順４を繰り返します。
照合フィールドの詳細については、78ページの「リレーション
シップの照合フィールドについて」を参照してください。

6. [OK] をクリックして変更を保存し、リレーションシップグラフ
を閉じます。

照合
フィールド

照合
フィールド

自己連結リレーションシップ
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リレーションシップの変更
リレーションシップを作成したら、照合フィールドの追加や変更、
リレーショナル演算子の変更、関連レコードを作成、削除、およ
びソートするオプションの設定を行うことができます。

リレーションシップを変更するには、次の操作を行います。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。

2. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[リレーション
シップ] タブをクリックします。
3. リレーションシップグラフで、編集するリレーションシップを
指定し、関連テーブルをつなぐ線をダブルクリックして、[リレー
ションシップ編集] ダイアログボックスを開きます。
または、グラフでリレーションシップを選択し、  をクリックし
て [リレーションシップ編集] ダイアログボックスを開きます。

テーブルを追加します。

リレーションシップを
作成します。

選択されたオブジェクト
を編集します。

選択されたオブジェクトを
削除します。

グラフの表示倍率を拡大
または縮小します。

選択したオブジェクト
の配置を変更します。

ポインタを矢印アイコンに
合わせると、ソーステーブ
ルおよびソースファイルの
名前が表示されます。

１回クリックすると、照合
フィールド以外のフィールド
がすべて縮小されます。もう
一度クリックすると、テーブ
ル名以外がすべて縮小されま
す。さらにもう一度クリック
すると、テーブルは元のサイ
ズに戻ります。

改ページを表示します。

[プリンタの設定]（Windows）
または [ページ設定]（Mac OS）
ダイアログボックスを表示
します。

選択したオブジェクトの色を
変更します。

グラフにテキストノートを
追加します。

選択されたオブジェクトを
複製します。

１テーブル離れた関連テーブルまたは
同じソースを持つテーブルを表示します。

クリックしてテキストノートの
表示／非表示を切り替えます。



第 3 章 | 関連テーブルと関連ファイルの操作 85

4. リレーションシップのテーブルや照合フィールドを編集します。

5. リレーションシップのオプションを選択します。

6. [OK] をクリックします。

リレーションシップの作成と編集の詳細については、ヘルプを参
照してください。

目的 操作

照合フィールドを
変更する

新しい照合フィールドを選択して、[変更] をク
リックします。

照合フィールドを
追加する

新しい照合フィールドを選択して、[追加] をク
リックします。

リレーショナル演算子
を変更する

一覧から新しいリレーショナル演算子を選択して、
[変更] をクリックします。
81ページの「比較演算子を使用したリレーション
シップ」を参照してください。

リレーションシップ
条件の組を複製する

ダイアログボックスの下部にある一覧から組に
なっている条件を選択して、[複製] をクリックし
ます。

リレーションシップ
条件の組を削除する

ダイアログボックスの下部にある一覧から組に
なっている条件を選択して、[削除] をクリックし
ます。

リレーションシップのテーブル
のオプションを選択します。

リレーショナル演算
子を選択します。

目的 選択するオプション

現在のテーブルのレコードの
関連フィールドにデータを入
力した場合に、関連テーブル
に関連レコードが追加される
ようにする。23ページの「レ
コードの追加と複製」を参照
してください。

[このリレーションシップを使用して、この
テーブルでのレコードの作成を許可] を選択
します。
このオプションを選択しておくと、関連レ
コードがない状態で現在のテーブルの関連
フィールドにデータを入力したとき、現在
のテーブルの照合フィールドの値に基づい
て、新しい関連レコードが作成されます。

現在のテーブルでレコードを
削除した場合に、関連テーブ
ル内の一致するレコードが削
除されるようにする。24ペー
ジの「レコードの削除」を参
照してください。

[他のテーブルでレコードが削除された時、
このテーブルの関連レコードを削除] を選択
します。
このオプションを選択しておくと、使用し
ているレイアウトに関連レコードが表示さ
れていない場合でも、関連レコードが削除
されます。

関連レコードをソートする [レコードのソート] を選択します。このオ
プションを選択した後、[レコードのソート] 

ダイアログボックスの左側の一覧で、ソー
トに使用するフィールドをダブルクリック
します。フィールドのソート優先順位を変
更するには、右側の一覧で、フィールドを希
望する位置にドラッグします。他のオプ
ションを選択し、[OK] をクリックします。
このオプションを選択しても、関連ファイ
ルのレコードの順序は変更されません。
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ポータル内のデータの集計
ポータルに表示される関連フィールドのデータを集計することが
できます。ポータルには、関連テーブルのレコード、または同じ
テーブルのレコード（自己連結）を表示することができます。

ポータル内のデータを集計するには、次の操作を行います。

1. テーブル内に、合計を表示する計算フィールドを作成します。
2. 計算フィールドには、実行する集計計算のタイプに適した統計
関数が含まれている式を定義します。
たとえば、「請求書」テーブルを使用していて、「項目」テーブル
の「価格」フィールドに含まれる関連値を合計する計算式を定義
する場合は、次の式を使用します。

Sum ( 項目::価格 )

3. 計算フィールドが定義されているテーブルのレイアウト上に、
計算フィールドを配置します。
65ページの「レイアウト上のフィールドの配置と削除」を参照し
てください。

ポータル内のデータの集計の詳細については、ヘルプを参照して
ください。

ルックアップについて
ルックアップを行うと、他のテーブルのデータが現在のテーブルに
コピーされます。コピーされたデータは、現在のテーブルの一部
となります。コピー元のテーブルでは、データは変化しません。
現在のテーブルにコピーされたデータは、他のテーブルでデータ
を変更しても、現在のテーブルの照合フィールドのデータが変更
されない限り、自動的に更新されることはありません。

ルックアップに使用するテーブル間の接続を設定するには、リ
レーションシップを作成します。続いて、関連テーブルのフィー
ルドから現在のテーブルのフィールドにデータをコピーするルッ
クアップを定義します。

現在のテーブルの照合フィールドに値を入力すると、FileMaker
Pro は、リレーションシップを使用して関連テーブルのレコードを
検索し、照合フィールドに一致する値が入力されている最初のレ
コードを捜し出します（関連レコードのどの値が先頭になるかは、
関連レコードがソートされているかどうかによって異なります）。
次に、ルックアップのコピー元フィールドからルックアップのコ
ピー先フィールドに値がコピーされます。

ルックアップのコピー先フィールドにコピーされたデータに対し
ては、他の値と同じように編集、置換、削除などを行うことがで
きます。また、関連テーブル内でデータが変更された場合に、修
正後の値が使用されるように現在のテーブルの値を更新すること
もできます。

ルックアップの作成

ルックアップを作成するには、次の操作を行います。

1. 現在のテーブルの照合フィールドと関連テーブルの照合フィー
ルドの間に、ルックアップで使用するリレーションシップを作成
します。83ページの「リレーションシップの作成」を参照してく
ださい。
2. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
3. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド] タ
ブをクリックします。

C235顧客 ID

名前
42.83.9104電話番号
大阪市市町村区

C100顧客 ID

名前
555-3849電話番号
千代田区市町村区

現在のテーブル

C200顧客 ID

108-0052郵便番号

関連テーブルのレコード

リレーションシップ

ルックアップのコピー先
フィールド

ルックアップのコピー元
フィールド

C200顧客 ID

108-0052郵便番号

555-1234電話番号

大阪市市町村区
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4. データベースに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リスト
から適切なテーブルを選択します。
5. 既存のフィールドのリストから、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フィールドを選択するか、
フィールドを新しく定義します。
6. [オプション...] をクリックするか、フィールド名をダブルクリッ
クします。
7. [フィールド「（フィールド名）」のオプション] ダイアログボッ
クスで、[入力値の自動化] タブをクリックし、[ルックアップ値]
を選択します。
8. [フィールド「（フィールド名）のルックアップ] ダイアログボッ
クスで、ルックアップを開始するテーブルと、値のコピー元のテー
ブルを選択します。

9. ルックアップ値のコピー元のフィールドを選択します。
10. ルックアップのオプションを選択します。

11. [OK] をクリックします。
12. ルックアップを定義する他の各フィールドに対して、手順５か
ら 11 を繰り返します。

ルックアップの編集

ルックアップを編集するには、次の操作を行います。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル] メニューの [定義]
サブメニューから [データベース...] を選択します。
2. [フィールド] タブをクリックします。
3. データベースに複数のテーブルがある場合、[テーブル:] リスト
から適切なテーブルを選択します。
4. ルックアップのコピー先フィールドをダブルクリックします。
5. [フィールド「（フィールド名）」のオプション] ダイアログボッ
クスで [入力値の自動化] タブをクリックします。
6. [ルックアップ値] が選択されていることを確認して、[設定...] を
クリックします。
ルックアップ機能を使用しないように設定する場合には、[ルック
アップ値] の選択を解除します。

選択するオプション 設定内容

開始するテーブル: ルックアップが開始点として使用するリレーション
シップグラフ内のテーブルを選択します。

関連テーブルから
ルックアップする:

関連データのルックアップ元にする関連テーブル
を指定します。

目的 実行方法

照合フィールドの値が
一致しなかった場合の
処理を定義する

[完全に一致する値がない場合] で、[コピー
しない]、[近似値（小さい値）を使用]、
[近似値（大きい値）を使用] を選択するか、
または [使用する値:] に代わりに使用する固
定値を入力します。

照合元フィールドの値が
ヌルデータ（空）の場合には
コピーを行わないように
設定する

[内容が空欄の場合コピーしない] を選択し
ます。空白データもコピーする場合には、
この選択を解除してください。

照合フィールドの
値が一致しなかっ
た場合の処理方法
を指定します。

ルックアッ
プのコピー
元を選択し
ます。

ルックアップの
開始点を選択し
ます。

これが選択されている場合は、
ヌルデータのコピーは行われません。

ルックアップに
使用する関連テー
ブルを選択します。
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7. 変更を行います。
8. [OK] をクリックします。

ルックアップの作成と編集の詳細については、ヘルプを参照して
ください。



第 4 章
データの共有と交換

この章では、FileMaker Pro データベースでデータを共有する方法
の基本について説明します。

1 FileMaker Pro ネットワーク共有: FileMaker Pro データベースを
ネットワーク上で共有し、複数の FileMaker Pro ユーザが同時に同
じデータベースファイルにアクセスしてデータベースファイルを
使用することができます。

1 データのインポートとエクスポート: データをインポートおよ
びエクスポートすると、FileMaker Pro と他のアプリケーションで
情報を交換することができます。たとえば、別のデータベースま
たはスプレッドシートプログラムのデータをインポートしたり、
アドレスデータをエクスポートして、ワードプロセッサプログラ
ムで独自の定型書簡を作成することができます。

1 インスタント Web 公開: FileMaker Pro のレイアウトを短時間で
簡単に Web 上に公開することができます。これにより、イントラ
ネットまたはインターネット上のすべてのユーザが Web ブラウ
ザを使用して FileMaker Pro データベースにアクセスすることがで
きます。

注意 FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細
および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。
Web 上でのデータベースの公開の詳細については、『FileMaker イン
スタント Web 公開ガイド』を参照してください。

ネットワーク上でのデータベースの共有
お使いのコンピュータがネットワークに接続されている場合、他
の Windows や Mac OS の FileMaker Pro のユーザと同時に同じデー
タベースファイルを使用することができます。

FileMaker Pro のネットワーク共有では、最大５人までのユーザが
同時に共有ファイルにアクセスすることができます。ネットワー
ク上で６人以上のユーザと同時にファイルを共有する必要がある
場合は、FileMaker Server の使用をお勧めします。FileMaker Server
を使用すると、ネットワークパフォーマンスが向上すると同時に、
容量も増加します。

重要 それぞれのクライアント、または FileMaker Pro のアプリ
ケーションがインストールまたは実行されるコンピュータの数と
同じ数の FileMaker Pro パッケージを購入しておく必要がありま
す。この条件は、FileMaker Pro のライセンス契約で規定されてい
ます。このソフトウェアのライセンスを共有したり、他のコン
ピュータで同時に使用することは禁じられています。条件の詳細
については、ソフトウェアライセンスをお読みください。

共有ファイルを最初に開くユーザがホストとなります。その後、
このファイルを開くユーザは、すべてクライアントとなります。

ホストがファイルを開き
ます。

クライアントは、共有ファイルに対する接続（コネクション）を開きます。
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共有ファイルを開くと、ホストとクライアントは同じ情報にアク
セスすることになり、ファイルへの変更はすべて、それぞれのユー
ザのウインドウに表示されます。

ユーザによるデータへの変更はすべて、共有ファイルに保存され
ます。共有ファイルは、その共有ファイルが存在するディスクに
保存されます。

ソート順序、検索条件データのインポートやエクスポートを行う
際のフィールドの順序、印刷設定（Windows）または用紙設定
（Mac OS）は、各ユーザに対して個別に設定されます。

ファイル共有の有効化とファイルのホスト
FileMaker Pro で使用される多くのコマンドはホストコンピュータ
で処理されるため、より速いコンピュータから共有ファイルをホ
ストすると、より高いパフォーマンスが得られます。ホストする
ファイルは、使用しているコンピュータのハードディスク上に存
在する必要があります。データの整合性やパフォーマンスを低下
させる可能性があるため、他のコンピュータやサーバーに保存さ
れたファイルをリモートでホストすることはサポートされていま
せん。

開いているすべてのファイルに対してネットワークファイル共有
をオンにするには、次の操作を行います。

1. 共有する FileMaker Pro ファイルを開きます。
注意 ファイル共有のステータスを有効化または変更するには、
[拡張アクセス権の管理] アクセス権のあるアカウントでファイル
を開く必要があります。詳細については、100 ページの「アカ
ウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について」
を参照してください。

2. [編集] メニューの [共有設定] サブメニューから [FileMaker ネット
ワーク...] を選択するか（Windows）、または、[FileMaker Pro] メ
ニューの [共有設定] サブメニューから [FileMaker ネットワーク...]
を選択します（Mac OS）。
3. [FileMaker ネットワーク設定] ダイアログボックスの [ネット
ワーク共有:] で [オン] を選択します。

[TCP/IP アドレス:] ボックスに、使用しているシステムの TCP/IP
アドレスが表示されます。

4. [現在開いているファイル]の一覧から、ホストするファイルを
選択します。
5. ファイルに対するネットワークアクセスのレベルを設定します。

目的 選択するオプション

ネットワーク上のすべての 

FileMaker Pro ユーザに
アクセスを提供する

[すべてのユーザ] を選択します。

アクセス権セットに基づいて
ユーザのネットワーク
アクセスを制限する

[アクセス権セットによってユーザを指定] 

を選択して、[指定...] をクリックします。
[アクセス権セットによってユーザを
指定] ダイアログボックスで、ネット
ワークアクセスを許可するアクセス権
セットを選択します。

FileMaker ネットワークによる
アクセスを拒否する

[ユーザなし] を選択します。

クリックしてネットワーク
共有を有効にします。

選択したファイルに対するネットワーク
アクセスのレベルを選択します。
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6. [OK] をクリックします。
これで、開いているファイルがホストされます。

重要 クライアントが共有ファイルを使用できるようにするに
は、ホスト上でそのファイルを開いておく必要があります。

注意 ファイルを読み取り専用の CD に保存して共有するには、
ファイルを CD にコピーする前に共有を有効にする必要があり
ます。

クライアントとしての共有ファイルの開き方

クライアント（他のユーザ）は、ホストがファイルを開いた後で
そのファイルに接続することができます。

クライアントとして共有ファイルを開くには、次の操作を行い
ます。

1. [ファイル] メニューから [共有ファイルを開く...] を選択します。
2. [共有ファイルを開く] ダイアログボックスの [表示:] リストか
らホストを選択します。

3. アクセスできるファイルを表示するには、まずホストを選択し
ます。[使用できるファイル] の一覧で、開くファイルを選択します。
または、[ネットワークファイルパス:] に、「fmnet:/<ホストの IP ア
ドレス>/<ファイル名>」の形式でネットワークパスを入力します。

4. [開く] をクリックします。
ホストでのファイル共有の設定によっては、アカウント名、パス
ワード、およびドメイン名（Windows のみ）の入力を求められる
場合があります。

ネットワークを通過する情報量が多く、ネットワークがビジー状態
になっている場合には、リスト内にファイルが表示されないことが
あります。通常より少し長い時間をかけてネットワーク上のファ
イルを探すには、Ctrl キー（Windows）または option キー（Mac OS）
を押しながら項目をクリックします。

共有ファイルへの変更の制限

複数のユーザが同じ共有ファイルに同時に変更を加えることは可
能ですが、同時に変更できる内容のタイプには制限があります。
次の表は、共有ファイルで変更できる内容のタイプについて説明
します。

選択する項目 表示対象

お気に入りの
ホスト

お気に入りとしてすでに追加されているホスト

ローカルホスト TCP/IP サブネット上にある FileMaker Pro ホスト

LDAP で一覧表示
されるホスト

指定した LDAP サーバーでアクセスできる
FileMaker Pro ホスト

データベースの変更 制限

レイアウトおよび
レコード内のデータ

２人のユーザが同じレコードを同時に編集するこ
とはできません。

レイアウトおよび
レイアウト要素

２人のユーザが同じレイアウトを同時に変更する
ことはできません。

値一覧 ２人のユーザが同じ値一覧を同時に変更または定
義することはできません。
注意 １人のユーザがブラウズモードまたは検索
モードで値一覧を使用しているときに、別のユー
ザがその値一覧を編集することは可能です。

スクリプト ２人のユーザが同じスクリプトを同時に変更また
は定義することはできません。
注意 １人のユーザが使用しているときに、別の
ユーザが編集することは可能です。

テーブル、フィールド、
リレーションシップ
（データベーススキーマ）

２人のユーザがこれらの要素を同時に変更するこ
とはできません。

ファイル参照 ２人のユーザがファイル参照を同時に変更または
定義することはできません。
注意 １人のユーザがファイル参照を使用してい
るときに、別のユーザがそのファイル参照を編集
することは可能です。
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URL を使用した、リモートからの共有データベースの
開き方
FileMaker Pro インストーラによって、インターネットプロトコル
として FMP7 が登録されます。これにより、URL を使用してデー
タベースを開くことが可能になります。
TCP/IP で共有している FileMaker Pro データベースは、ローカルホ
ストの一覧、ホストマシンの IP アドレス、またはホストマシンの
DNS 名を使用してリモートから開くことができます。たとえば、
IP アドレス 192.168.10.0、DNS 名 host.domain.com のコンピュータ
がホストするデータベースを開くには、[ファイル] メニューから
[共有ファイルを開く...] を選択し、[共有ファイルを開く] ダイアロ
グボックスの [ネットワークファイルパス:] フィールドに IP アド
レスまたは DNS 名を入力します。

URL を使用して共有ファイルを開くには、次の操作を行います。

1. クライアントマシンで Web ブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスに、次の形式でホストコンピュータの URL
を入力します。
[<][URL:]FMP7://[[アカウント:パスワード@]ネットアドレス]/
データベース名[>]

角括弧（「[ ]」）内の項目は、オプションのパラメータです。URL
にはスペースを使用できないため、データベース名に含まれるス
ペースは、プラス記号（「+」）で置き換えられます。

例
FMP7://My+Addresses.fp7

FMP7://192.168.10.0/My+Addresses.fp7

ホストされているファイルの閉じ方
ホストが共有ファイルを閉じる前に、まずすべてのクライアント
がそのファイルを閉じる必要があります。ファイルを閉じる、
ファイルの共有条件を変更する、FileMaker Pro を終了する、ファ
イルが閉じていないとできない作業などを行なう場合には、ネッ
トワーク上で共有ファイルを開いているクライアントに対しファ
イルを閉じるよう依頼するメッセージを送信することができま
す。クライアントがその依頼に 30 秒以内に応答しない場合、
FileMaker Pro はそのクライアントのマシンの共有ファイルを閉じ
ます。

ホストされているファイルを閉じるには、次の操作を行います。

1. ファイルをホストしているコンピュータで、[ファイル] メニュー
から [閉じる] を選択します。
2. その共有ファイルを開いているクライアントがいる場合は、そ
れらのクライアントを一覧表示したダイアログボックスが表示さ
れます。[問い合わせ] をクリックし、これらのクライアントに、
ファイルを閉じるように依頼するメッセージを送信します。
3. クライアントに、ファイルを閉じるように依頼するダイアログ
ボックスが表示されます。

ネットワーク上でのファイルの共有の詳細については、ヘルプを
参照してください。

アカウントと
アクセス権

２人のユーザがアカウントとアクセス権を同時に
変更または定義することはできません。
注意 １人のユーザがアカウントとアクセス権を
使用しているときに、別のユーザがアカウントと
アクセス権を作成または変更することは可能です。

データベースの変更 制限

クライアントの操作 FileMaker Pro の対応

クライアントが 

[キャンセル] をクリック
した場合

そのクライアントがファイルを閉じるのを待ち
ます。

クライアントが 

[今閉じる] をクリック
した場合

クライアントのコンピュータ上の共有ファイルを
閉じます。

クライアントが
何もしない場合

安全に閉じることができる場合は、30 秒後にファ
イルを自動的に閉じます。
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データのインポートとエクスポート

データをインポートおよびエクスポートすることにより、
FileMaker Pro と他のアプリケーションで情報を交換することがで
きます。次の操作を行うことができます。

1 既存の FileMaker Pro ファイル内の新規または既存のテーブル
にデータをインポートする

1 他のアプリケーションのデータを新しい FileMaker Pro のファ
イルに変換する

1 データをエクスポートして他のアプリケーションで使用する

データを他の形式で保存および送信する
FileMaker Pro データを Microsoft Excel のワークシートまたは
Adobe PDF ファイルに保存すると、FileMaker Pro を使用していな
いユーザにもレコードのデータを渡すことができます。
Excel のワークシートまたは PDF ファイルは、保存時にメールで
送信することができます。また、レコードを Excel または PDF 形
式で保存するためのスクリプトを作成することもできます。

ファイルを Excel または PDF ファイルに保存するには、次のアク
セス権が必要です。

1 Excel ファイルに保存するためのエクスポートを許可

1 PDF ファイルに保存するための印刷を許可

注意 Excel または PDF ファイルには、保存時のレイアウト上に
含まれるフィールドのみが保存されます。そのため、たとえば前
面のタブパネル上にないフィールドなど他のフィールドも保存し
たい場合は、[レコードの保存/送信] の代わりに [レコードのエク
スポート...] コマンドを使用してください。

レコードデータのメール送信
１つまたは複数のメッセージを１つまたは複数の宛先に送信する
ことができます。メッセージには、特定の値またはフィールドや
計算式から求めた値を入力することができます。また、メールを
送信するためのスクリプトを作成することもできます。

詳細については、ヘルプを参照してください。

サポートされているインポートおよびエクスポート
ファイルフォーマット
通常、アプリケーションでは、データファイルは独自のファイル
タイプまたはファイルフォーマットで保存されますが、ほとんど
のアプリケーションでは、他の種類のファイルフォーマットに保
存して、情報を交換することもできます。
FileMaker Pro でインポートまたはエクスポートが可能なフォー
マットは、Microsoft Excel、DBF、DIF、タブ区切りテキスト、コン
マ区切りテキスト、BASIC、FileMaker Pro 7、Merge、SYLK、WK1/
WKS（Lotus 1-2-3）、HTML の表形式、および XML です。他のア
プリケーションプログラムとデータを交換する場合は、そのアプ
リケーションに添付されているマニュアルを参照して、
FileMaker Pro とそのアプリケーションの両方でサポートされてい
る共通のファイルフォーマットを確認してください。

ほとんどのファイルフォーマットでは、データの変換のみがサ
ポートされ、フォント、サイズ、スタイル、色などの書式はイン
ポートまたはエクスポートされません。
FileMaker Pro でインポートまたはエクスポートできるファイル
フォーマットとバージョンの詳細、および XML やデジタルカメ
ラ（Mac OS）などのソースからのインポートの詳細については、
ヘルプを参照してください。

ODBC と JDBC

FileMaker Pro のデータを ODBC に準拠するアプリケーションで交
換することができます。たとえば、FileMaker Pro のデータを使っ
て Microsoft Excel 上でグラフを作成することができます。
FileMaker Pro での ODBC と JDBC の使用の詳細については、ヘル
プを参照してください。
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既存のファイルへのデータのインポート方法

既存のファイルへデータをインポートする場合、次の処理を実行
することができます。

1 既存のテーブルに新しいレコードを追加する
1 インポートされたデータを元に新しいテーブルを作成する
1 既存テーブルのレコードを更新する
1 既存テーブル内の一致するレコードを更新する

重要 既存のレコードを更新するオプション、および一致する
レコードを更新するオプションを選択した場合、インポート処理中
に既存のデータが上書きされ、元に戻すことはできません。データ
を保護するには、[ファイル ] メニューから [名前を付けて保存 ...]
を選択してファイルのバックアップを作成してから、レコードが
更新されるインポートを実行します。

インポートするレコードが入っているファイルがインポート元の
ファイルです。レコードがインポートされるファイルがインポー
ト先のファイルです。

レコードの追加について 

レコードを追加する場合は、インポート元のファイルからすべて
のレコードをインポート先のファイルにインポートします。イン
ポート元のファイル内にあるインポート可能な各レコードに対し
て、インポート先のファイルに新しいレコードが作成されます。

既存のレコードの更新について 

このオプションを使用して、ファイルのデータをインポート元の
ファイルのデータで置き換えます。インポート先のそれぞれの
フィールドについて、インポート元のファイルの先頭のインポート
可能なレコード（またはデータの行）のデータが、インポート先の
ファイルの先頭のインポート可能なレコードのデータを上書きし
ます。インポート元ファイルの２番目のインポート可能なレコード
のデータが、インポート先のファイルの２番目のレコードのデータ
を上書きするというように進みます。データを置き換える場合、
FileMaker Pro はファイル内のデータの確認や比較は行いません。

データを置き換えるかどうかは、フィールドごとに決めることが
できます。

インポート先のファイルのレコードは、インポート元のファイル
のレコードと同じ数だけ置き換えられます。インポート元のファ
イルのインポート可能なレコードの数がインポート先のファイル
より多い場合、インポート元のファイルの余分なレコードのデー
タをインポートするには、[一致しないデータを新規レコードとし
て追加する] を選択する必要があります。インポート先のファイル
のレコード数の方が多い場合は、インポート先のファイルの余分
なレコードのデータは置き換えられません。

一致するレコードの更新について 

インポート先のファイル内の一致するレコードとフィールドを別
のファイルのデータで更新することができます。たとえば、デス
クトップコンピュータとラップトップコンピュータにそれぞれ同
じデータベースのファイルが保存されているとします。出張中に
ノートブックコンピュータのデータベースファイルに変更を加え
た場合、その変更内容で、オフィスにあるデスクトップコンピュー
タのファイルを更新することができます。

インポート元のファイルのどのレコードで、インポート先のファ
イルのどのレコードを更新するかは、それぞれのファイルで１つ
または複数の照合フィールドを選択して決定します。インポート
先のファイルのレコードの照合フィールドのデータと、インポー
ト元のファイルのレコードの照合フィールドのデータとが一致し
た場合、インポート先のファイルのレコードは、インポート元の
ファイルのデータで更新されます。

照合フィールドは、データベース内のそれぞれの項目を個別に識
別できるものである必要があります。たとえば、名簿のデータベー
スの場合、１つの照合フィールドとしては社員番号を、複数の照
合フィールドとしては、姓、名、および電話番号を使用するのが
適切です。姓だけでは同姓の複数レコードが選ばれてしまうこと
があるため、照合フィールドとして適切ではありません。
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インポートするフィールドも指定します。一致するすべてのレ
コードで、インポートを指定したすべてのフィールドの内容に
よって、インポート先のファイルのデータが上書きされます。こ
れは、インポート元のファイルのフィールドが空白であっても実
行されます。

インポート先のファイルに対象レコードが含まれている場合、対
象レコードのみが更新されます。インポート元のファイルが別の
FileMaker Pro ファイルである場合も、インポートできるのは対象
レコードのみです。

次の例は、インポート先のファイルのレコードがインポート元の
ファイルの一致するレコードによって更新される前と更新された
後のデータの状態を示します。

インポート処理について

レコードをインポートする基本的な手順は、次のとおりです。

1. データのインポート先のファイルのバックアップコピーを作成
します。
2. インポート元のファイルが FileMaker Pro ファイルの場合は、検
索を実行して、現在のウインドウの対象レコードに、インポート
するレコードのみが含まれるようにします。

3. インポート先のファイルを開きます。このファイルに複数の
テーブルが含まれる場合は、データのインポート先のテーブルの
レコードを表示するレイアウトを選択します。
4. 既存のレコードまたは一致するレコードを更新する場合は、イン
ポート先のファイルの対象レコードの中に変更または更新するレ
コードだけが入っていることを確認します。
5. [ファイル] メニューの [レコードのインポート] サブメニューか
ら [ファイル...] を選択して、インポートするデータが含まれる
ファイル（インポート元のファイル）の名前を選択します。
6. 必要であれば、テーブルは [フィールドデータのインポート順]
ダイアログボックスの [インポート元] ドロップダウンリストから
選択します。
7. [インポート先:] ドロップダウンリストに表示されているテー
ブルを確定するか、[新規テーブル] を選択してインポート元の
テーブルと同じスキーマを持つ新しいテーブルを作成します。
8. 実行するインポートのタイプを選択します。94ページの「既存
のファイルへのデータのインポート方法」を参照してください。
9. インポート先のファイルのフィールドにインポート元のファイ
ルのフィールドを割り当てます。

–>

=

–
–>
–>

–>

–

–>
–

= は照合フィールドを示します。
–> はフィールドをインポートする設定を示します。
– はフィールドをインポートしない設定を示します。

123-456-7890

インポート元の
ファイル

安田
隆子
108-0052

東京都
港区赤坂
654-321

123-456-7890

インポート先の
ファイル

安田

108-0052

東京都
港区白金
987-654

1960/3/3

03-9999-8888

123-456-7890

更新後

安田
隆子
108-0052

東京都
港区赤坂
654-321

1960/3/3

一致するレコードの更新前

インポート先の
ファイル

インポート元
のファイルの
フィールド

インポート先
のファイルの
フィールド

インポート先のフィールドに
読み込まれるデータには、右
方向の矢印が付きます。

インポート方法を選択します。

インポート元
のテーブルを
選択します。

= は照合フィールドを
示します。

現在のテーブ
ルまたは新規
テーブルに
データをイン
ポートします。
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新規 FileMaker Pro ファイルへのデータファイルの変換

他のアプリケーションのデータファイルを新しい FileMaker Pro
ファイルに変換します。変換後のファイルは、次のデータや要素
で構成されます。

1 変換したファイルまたはソースのデータ
1 データを表示するための２つのレイアウト
1 変換するファイルまたはソースにフィールド名が存在する場
合は、変換されたフィールド名。フィールド名がない場合は、f1、
f2、f3 などの一般的な名前が使用されます。

1 変換するファイルまたはソースにフィールドタイプが存在す
る場合は、変換されたフィールドタイプ。フィールドタイプが利
用できない場合、フィールドはすべてテキストフィールドになり
ます。

新しいファイルにデータをインポートするには、次の操作を行い
ます。

1. インポート元のアプリケーションで、必要なデータを FileMaker
Pro がインポートできるファイルのフォーマットで保存します。
93ページの「サポートされているインポートおよびエクスポート
ファイルフォーマット」を参照してください。
2. [ファイル] メニューから [開く...] を選択します。
3. [ファイルを開く] ダイアログボックスで、[ファイルの種類:]
（Windows）または [ファイルタイプ:]（Mac OS）からファイルの
タイプを指定し、変換するファイルを選択して [開く] をクリック
します。
4. [１行目の使用方法を選択] ダイアログボックスが表示される場
合は、データの１行目にフィールド名が含まれているか、それと
もデータとして最初のレコードが含まれているかを選択し、[OK]
をクリックします。
5. Microsoft Excel のスプレッドシートを変換する場合、[Excel デー
タを指定] ダイアログボックスが表示されたら、ワークブックファ
イルからワークシートまたは名前の付いた範囲を選択し、[続行...]
をクリックします。

6. [新規作成するファイルの名前:] ダイアログボックスで新しい
ファイル名を入力し、保存する場所を選択してから [保存] ボタン
をクリックします。
データが FileMaker Pro ファイルに変換され、ファイルが表示され
ます。

データのインポートの詳細については、ヘルプを参照してください。

エクスポート処理について
FileMaker Pro のデータを新たなファイルにエクスポートし、他の
アプリケーションでそのファイルを開くことができます。

レコードをエクスポートする基本的な手順は、次のとおりです。

1. FileMaker Pro ファイルを開き、エクスポートするレコードで使
用されているレイアウトを表示します。
2. エクスポートするレコードを検索およびソートします。27ペー
ジの「レコードの検索」および 37ページの「レコードのソート」
を参照してください。
3. [ファイル] メニューから [レコードのエクスポート...] を選択し
ます。
4. [ファイルへのレコードのエクスポート] ダイアログボックス
で、エクスポートされるファイルの名前と保存場所を入力して、
ファイルタイプを選択します。
5. [フィールドデータのエクスポート順] ダイアログボックスで、
FileMaker Pro でデータをどのようにエクスポートするかを選択し
ます。

エクスポートの対象 選択する項目

現在のレイアウト
上のフィールド

テーブル一覧で [現在のレイアウト（レイアウト名）] 

を選択し、リスト上のフィールドをダブルクリック
します。

現在のレイアウトの
テーブル上のフィールド

テーブル一覧で [現在のテーブル（テーブル名）] を
選択し、リスト上のフィールドをダブルクリック
します。
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6. 必要に応じて、エクスポートされるファイルで使用する文字
セットを選択します。
7. エクスポートされたデータに現在のレイアウトの書式設定を適
用するかどうかを選択します。

データのエクスポートの詳細については、ヘルプを参照してくだ
さい。

Web 上でのデータベースの公開
FileMaker Pro では、インスタント Web 公開を使用して Web ブラ
ウザにデータベースを公開し、ユーザがデータを検索、ブラウズ、
および変更することができます。

インスタント Web 公開を FileMaker Pro のアカウントとアクセス
権セットとともに使用して、Web データベースのセキュリティを
確保することができます。

注意 FileMaker Pro インスタント Web 公開では、最大５人までの
ユーザが同時に共有ファイルにアクセスすることができます。
６人以上の Web ユーザと同時にファイルを共有する必要がある
場合は、FileMaker Server Advanced を使用してください。

公開されている FileMaker Pro のデータベースにアクセスするに
は、次の条件が必要となります。

1 Web ブラウザソフトウェア

1 インターネットまたはイントラネットへのアクセス。インター
ネットにアクセスするには、ISP（インターネットサービスプロバ
イダ）が必要です。FileMaker ではアカウントを提供しません。

1 TCP/IP を使用してインターネットまたはイントラネットに常
時アクセスできるホストコンピュータ

1 データベースファイルをホストするコンピュータの IP（Internet
Protocol）アドレス

ローカルネットワークまたはイントラネット内で、あるいは Web
上のユーザに対して、データベースを Web ページとして公開する
ことができます。データベースを変更したり、追加のソフトウェ
アを使用する必要はありません。

詳細については、「日本語エキストラ」フォルダ内の「マニュアル
(PDF)」フォルダにある『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』
を参照してください。

このリストからフィー
ルドを選択します。

書式設定を適用するかどうかを選択します。

これらのフィールドのデータが
エクスポートされます。

関連フィールドをエク
スポートするには、リ
ストから関連テーブル
を選択します。

Web ブラウザで表示された FileMaker Pro の共有データベース
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第 5 章
アカウントとアクセス権セットによるデータベースの保護

この章では、アカウントとアクセス権セットを使用して、ユーザ
が FileMaker Pro ファイルで表示できる内容や実行できる操作を制
限する方法の基本について説明します。ここでは次の項目につい
て学びます。

1 ファイルのセキュリティの計画
1 ユーザアカウントとパスワードの表示および作成
1 アクセス権セットの表示および作成
1 拡張アクセス権の表示

各オペレーティングシステムはファイルのセキュリティ機能を備
えていますが、データベースファイルへのアクセス制御やセキュ
リティ保護の基本的な方法としては、FileMaker Pro のアクセス権
を使用してください。

ファイルメーカーPro 6 からは、セキュリティ機能が格段に強化さ
れています。古いデータベースのセキュリティ設定がどのような
方法で最新バージョンの FileMaker Pro に変換されるかについて
は、109ページの「旧バージョンの FileMaker データベースの変換」
を参照してください。

注意 FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細
および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。

データベースの保護

ユーザがデータベースファイルで表示できる内容や実行できる操
作を制限することができます。次の操作を制限することができます。

1 データアクセス。個々のテーブルの特定のレコードまたは
フィールドを表示専用にするか、完全に隠します。

1 レイアウトアクセス。レイアウトモードでユーザがレイアウト
を変更できないようにします。

1 値一覧およびスクリプトへのアクセス。ユーザが値一覧および
スクリプトにアクセスして変更したり、スクリプトを実行できな
いようにします。

1 共有ファイルへのアクセス。FileMakerネットワークによる
ファイル共有、Web 公開によるファイル共有、ODBC/JDBCによる
ファイル共有を個別に有効にすることができます。

1 データの出力。ユーザがデータを印刷またはエクスポートでき
ないようにします。

1 メニューアクセス。限られたセットのメニューコマンドのみを
利用可能にします。

ユーザがファイルを開こうとしたときにアカウント名とパスワー
ドの入力を要求し、そのユーザがファイルに対して実行できる操
作を制限することができます。ユーザが入力するアカウント名と
パスワードによってどのアクセス権セットが使用されるかが決ま
り、 使用されるアクセス権セットによって、ファイル内で操作可
能な項目が制限されます。アカウントとアクセス権セットの詳細
については、次のセクションを参照してください。

アクセス権は、クライアントが使用中の共有ファイルでも定義す
ることができます （ファイルメーカー Pro 6 以前では、共有ファ
イルのアクセス権を変更する場合は、共有ファイルを使用してい
るクライアントすべてがファイルを閉じる必要がありました）。
ファイルを使用中のクライアントに影響するようなアクセス権の
変更を行った場合、変更内容はそのクライアントがファイルを閉
じて再び開くまで有効になりません。
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設定するアクセス権は、単一のファイルと、そのファイルに含ま
れるすべてのデータベーステーブルに適用されます。データベー
スソリューションが複数のファイルで構成され、それらのファイ
ルを保護する場合は、すべてのファイルを、複数のテーブルが含
まれる１つのファイルに統合することができます。こうすること
により、１つのファイルにアクセス権を定義するだけで、データ
ベースソリューション全体へのアクセスを管理することができま
す。すべてのファイルを１つのファイルに統合しない場合は、保
護する項目が含まれる各ファイルにアクセス権を定義する必要が

あります。

重要 あるファイル内に、別のファイルのテーブルを参照するリ
レーションシップを作成した場合、関連ファイルのアクセス権を
参照元のファイルで定義することはできません。参照先テーブル
へのアクセスは、そのテーブルで定義されているアクセス権に
よって制御されます。

アカウント、アクセス権セット、および拡張アクセス
権について
アカウントを使用して、保護されたファイルを開こうとしている
ユーザを認証します。各アカウントにはアカウント名を指定し、
通常はパスワードも指定します。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、保護されたファイルを開くことはで
きません。

各データベースファイルには、 デフォルトで Admin とゲストとい
う２つのアカウントがあります。詳細については、101ページの
「あらかじめ定義されているアカウントについて」を参照してくだ
さい。

ファイルにアクセスする各ユーザに対してアカウントを作成した
り、複数のユーザで共有する少数のアカウント（「マーケティング
部」や「営業部」などのアカウント）を作成することができます。

1 特定のユーザが本人であることを確認しなければならない場
合や、個人レベルでアクセスを管理する場合は、各ユーザに対し
てアカウントを作成します。

1 管理するアカウントを少数に抑えたい場合や、データベース
ファイルへの個々のアクセスの管理にそれほど不安がない場合
は、共有アカウントを作成します。

FileMaker Server でファイルをホストする場合は、Apple OpenDirectory
や Windows ドメインなどの認証サーバーから認証情報を取得する
外部サーバーアカウントを作成することができます。詳細につい
ては、106ページの「外部サーバーで認証するアカウントの作成」
を参照してください。

アクセス権セットを使用して、データベースファイルへのアクセ
スレベルを指定します。各データベースファイルには、一般的な
タイプのアクセスレベルに対して、あらかじめ定義されたアク
セス権セットである  [完全アクセス]、[データ入力のみ]、および
[閲覧のみアクセス] の３つが含まれています。アクセス権セット
を作成する際には、提供されているさまざまなオプションを利用
して、表示可能なレイアウトや利用可能なメニュー、印刷が許可
されているかどうかなどのデータベースアクセスを制限すること
ができます。また、アクセス権セットを使用して、ファイル内の
特定のテーブルのレコードまたはフィールドへのアクセスを制限
することもできます。各アカウントには１つのアクセス権セット
が割り当てられ、これによって、ユーザがそのアカウントを使用
してファイルを開いたときのアクセスのレベルが決まります。

アクセス権セットは、ファイルに対して許可するアクセスのタイ
プを定義するために必要な数だけ作成することができます。アク
セス権セットの詳細については、102ページの「あらかじめ定義
されているアクセス権セットについて」を参照してください。

拡張アクセス権を使用して、特定のアクセス権セットで許可され
るデータ共有オプションを決定します。たとえば、あるアクセス
権セットでユーザに共有ファイルを開くことを許可するか、それ
ともデータベースを Web ブラウザで表示することを許可するか
などです。
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次の表は、利用できるデフォルトの拡張アクセス権を示します
（FileMaker や他社の開発者によって、FileMaker Pro や FileMaker
Server と連携動作するよう設計された他のソフトウェア製品への
アクセスを管理する追加の拡張アクセス権が定義されている場合
があります）。

ユーザがこれらのいずれかの方法で保護されたファイルにアクセ
スしようとすると、アカウント情報を入力する画面が表示されま
す。指定したアカウントのアクセス権セットで、ユーザが要求し
ている拡張アクセス権のタイプが許可されていない場合は、ファ
イルにアクセスできないことを示すエラーが表示されます。

デフォルトでは、ファイルへの拡張アクセス権は、[完全アクセス]
アクセス権セットも含めてすべて無効になっています。

拡張アクセス権を有効にした場合に許可されるのは、特定のアク
セス権セットによる共有データへのアクセスのみです。実際に共
有データにアクセスするには、必要なアクセスのタイプの共有も
設定する必要があります。データの共有の詳細については、第 4 章
「データの共有と交換」を参照してください。拡張アクセス権の詳
細については、108ページの「拡張アクセス権の表示」を参照し
てください。

あらかじめ定義されているアカウントについて
各データベースファイルには、 デフォルトで Admin とゲストとい
う２つのアカウントがあります。

Admin アカウント

Admin アカウントには、ファイルのすべての情報にアクセスでき
る [完全アクセス] アクセス権セットが割り当てられています。
Admin アカウントにパスワードは割り当てられていません。アク
セス権が設定されていないファイルには、自動的に Admin アカ
ウントでログインするためのファイルオプションが設定されます。
Admin アカウントは完全に編集可能です。名前を変更したり、パ
スワードを割り当てたり、アカウントを非アクティブにすること
ができます。Admin アカウントを削除することもできますが、他
のアクティブなアカウントの少なくとも１つに [完全アクセス] ア
クセス権セットを割り当てる必要があります。

重要 [完全アクセス ] アクセス権セットに割り当てられているア
カウント名とパスワードは、忘れないように注意してください。
必要であれば、メモして安全な場所に保管してください。このア
カウント名とパスワードを紛失したり忘れたりすると、ファイル
にアクセスできなくなる可能性があります。

ゲストアカウント

ゲストアカウントを使用すると、ユーザはアカウント情報を入力
せずにファイルを開くことができます。ゲストアカウントにパス
ワードは割り当てられていません。デフォルトでは、ゲストアカ
ウントには [閲覧のみアクセス] アクセス権セットが割り当てられ
ていますが、ゲストアカウントに必要とされるアクセス権セット
を自由に割り当てることができます。

拡張アクセス権 アクセス権で許可する操作

FileMaker ネットワークによるアク
セス

ネットワーク共有ファイル（FileMaker 

Pro または FileMaker Server でホストさ
れるファイル）を開くことができるか
どうか

ODBC/JDBC によるアクセス ODBC または JDBC によって別のアプリ
ケーションからデータベースファイル
にアクセスできるかどうか

インスタント Web 公開による
アクセス

インスタント Web 公開によって Web ブ
ラウザからデータベースファイルにア
クセスできるかどうか

FileMaker Mobile によるアクセス FileMaker Mobile ソフトウェアでデータ
ベースファイルにアクセスできるかど
うか

XML Web 公開によるアクセス XML Web 公開によって Web ブラウザや
他のアプリケーションからデータベー
スファイルにアクセスできるかどうか
（FileMaker Server Advanced のみ）

XSLT Web 公開によるアクセス XSLT Web 公開によって Web ブラウザ
や他のアプリケーションからデータ
ベースファイルにアクセスできるかど
うか（FileMaker Server Advanced のみ）



102 FileMaker Pro ユーザーズガイド

デフォルトでは、ゲストアカウントは非アクティブになっていま
す。したがって、パスワード入力ダイアログボックスのゲストオ
プションも無効となっており、ゲストとしてファイルを開くこと
はできません。ゲストアカウントを有効にすると、ゲストアクセ
スを許可することができます。

ゲストアカウントは完全には編集できません。また、ゲストアカ
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
てを行うことはできません。

あらかじめ定義されているアクセス権セットについて

新しく作成したすべてのデータベースファイルには、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。

1 [完全アクセス]:  ファイルのすべての要素へのアクセスと変更
が許可されます。

1 [データ入力のみ]:  データの表示と入力のみが許可されます。

1 [閲覧のみアクセス]:  データの表示は許可されますが、変更は
許可されません。

あらかじめ定義されているアクセス権セットを変更したり、削除
することはできません。ただし、拡張アクセス権の有効/無効を切
り替えることはできます。あらかじめ定義されているアクセス権
セットは、そのまま使用するか、複製してコピーを編集すること
ができます。

次の表は、これらのアクセス権セットのプロパティの概要を示し
ます。

レコードを PDF ファイルに保存するには、[印刷を許可] 権限が必
要です。レコードを Microsoft Excel ワークシートにエクスポート
するには、[エクスポートを許可] 権限が必要です。PDF または
Excel ファイルへのレコードの保存の詳細については、93ページの
「データを他の形式で保存および送信する」を参照してください。

アクセス権セット

アクセス権 [完全アクセス] [データ入力
のみ]

[閲覧のみ
アクセス]

レコード
（すべてのテーブル）

作成、編集、削除 作成、編集、削除 表示のみ

レイアウト すべて変更可能 表示のみ 表示のみ

値一覧 すべて変更可能 表示のみ 表示のみ

スクリプト すべて変更
および実行可能

すべて実行
のみ可能

すべて実行
のみ可能

拡張アクセス権 すべて無効 すべて無効 すべて無効

印刷を許可 有効 有効 有効

エクスポートを許可 有効 有効 有効

拡張アクセス権の
管理

有効 無効 無効

データ入力警告の
無視を許可

有効 無効 無効

アイドル状態の時 

FileMaker Server から
接続を解除

無効 有効 有効

パスワード変更を
許可

有効 有効 有効

パスワード変更
までの日数

無効 無効 無効

パスワードの
最小の長さ

無効 無効 無効

利用できる
メニューコマンド

すべて すべて すべて

アクセス権セット

アクセス権 [完全アクセス] [データ入力
のみ]

[閲覧のみ
アクセス]
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注意 [完全アクセス] アクセス権セットは、[データベースの定義]
および [ファイル参照を定義] ダイアログボックスにアクセスし
て、フィールド、テーブル、リレーションシップ、およびファイ
ル参照を変更することが許可されている唯一のアクセス権セット
です。また、アカウントとアクセス権の変更が許可されている
唯一のアクセス権セットでもあります。他のアクセス権セットで
はこれらのアクセス権を有効にできないため、データベース定義
やアクセス権を変更する必要があるユーザは、[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でファイルを開
く必要があります。

各ファイルでは、FileMaker で認証される少なくとも１つのアク
ティブなアカウントに、[完全アクセス] アクセス権セットを割り
当てる必要があります。アカウントを編集した結果、どのアクティ
ブなアカウントにも [完全アクセス] アクセス権セットが割り当て
られていない状態になった場合は、エラーメッセージが表示され
ます。

ファイルのセキュリティの計画

新しい FileMaker Pro ファイルは、デフォルトでは保護されていま
せん。ファイルを開くと、ユーザは、自動的に、[完全アクセス] アク
セス権セットが割り当てられている Admin アカウントでログイン
します。

1 自分のコンピュータのデータベースファイルを他人に開かれ
たくない場合は、ファイルをパスワードで保護することができま
す。詳細については、103ページの「パスワードによるファイル
の保護」を参照してください。

1 データベースファイルを他のユーザと共有し、ユーザに応じて
異なるレベルのファイルアクセスを提供する場合は、ファイルの
セキュリティを計画する必要があります。

共有ファイルのセキュリティを計画するには、次の手順に従い
ます。

1. ファイルに対して必要なアクセス権セットを決定します。
特定のテーブル、フィールド、レコード、レイアウト、値一覧、
およびスクリプトなど、保護するファイルの範囲のリストを作成
します。必要なさまざまなレベルのアクセスを確保するために必
要なアクセス権セットの数を計画します。

2. 各ユーザに個別のアカウントが必要か、それとも複数のユーザで
共有することができるグループアカウントが必要かを判断します。
3. ゲストアカウントを有効にするかどうかを判断します。ゲスト
アカウントを使用すると、ユーザはアカウント情報を入力せずに
ファイルを開くことができます。
4. ファイルに対して必要なアクセス権セットを作成します。
5. 特定のアクセス権セットに対して、拡張アクセス権を有効にす
る必要があるかどうかを判断します。
必要がない場合、拡張アクセス権セットは有効にしないでください。

6. 必要なアカウントをファイル内に作成して、各アカウントに適
切なアクセス権セットを割り当てます。
詳細については、次のセクションを参照してください。ゲストア
カウントを使用する場合は、ゲストアカウントにもアクセス権
セットを割り当てる必要があります。アクセス権セットを割り当
てない場合は、ゲストアカウントを無効にしてください。

7. さまざまなアカウントを使用してファイルを開き、作成した各
アクセス権セットをテストします。制限が意図したとおりに動作
することを確認し、アクセス権セットに必要な修正を加えます。

パスワードによるファイルの保護
コンピュータ上の非共有データベースファイルを他のユーザが開
けないようにする場合は、ファイルをパスワードで保護すること
ができます。
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ファイルをパスワードで保護すると、ファイルを開こうとするた
びにアカウント名とパスワードを入力する画面が表示されます。
要求されたアカウント情報を知らないユーザは、ファイルを開く
ことはできません。

ファイルをパスワードで保護するには、次の操作を行います。

1. ファイルのアカウントを次のように変更します。
1 Admin アカウントの名前とパスワードを変更し、[完全アク
セス] アクセス権セットを使用します。
1 ゲストアカウントが非アクティブになっていることを確認
します。
1 ファイルの他のアカウントを削除するか、または非アクティ
ブにします。

2. 必要に応じて、[完全アクセス] アクセス権セットを編集して、
必要な拡張アクセス権を許可します。
必要がない場合、拡張アクセス権セットは有効にしないでくだ
さい。

安全なパスワードを作成するための推奨事項

1 安全なパスワードは一般的に８文字以上で、少なくとも１つの
数字を含めます。

1 Web 公開でファイルを共有する場合、アカウント名とパスワー
ドには、欧文（ISO Latin-1）文字セットに含まれる文字（コロン
を除く）のみを使用することができます。Web 上で正しく解釈さ
れない可能性がある文字が使用されないよう、アカウント名およ
びパスワードを英数字のみに制限することができます。

FileMaker Pro データベースの保護の詳細については、ヘルプを参
照してください。

アカウントとアクセス権セットの作成
アカウントには、ファイルを開くためのアカウント名と、通常は
パスワードも指定します。アカウントが設定されているファイル
を開くと、アカウント情報を入力するダイアログボックスが表示
されます。ファイルを正しいアカウント名とパスワードで開くと、
そのアカウントに割り当てられているアクセス権セットによっ
て、そのユーザが実行できる操作が決定されます。

アクセス権セットでは、表示可能なレイアウトや利用可能なメ
ニュー、印刷が許可されているかどうかなど、データベースへの
アクセスのレベルを指定します。

ファイルのアクセス権セットを作成および管理するには、[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で
ファイルを開く必要があります。

他のクライアントが使用中の共有ファイルでも、アカウントやア
クセス権セットを作成したり変更したりできます （ファイルメー
カーPro 6 以前では、共有ファイルのパスワードとグループを変更
する場合は、共有ファイルを使用しているクライアントすべてが
ファイルを閉じる必要がありました）。アカウントの変更内容は
ただちに有効になりますが、 現在ファイルを使用中のクライアン
トの操作に影響はありません。たとえば、１人または複数のクラ
イアントが使用しているアカウントのパスワードを変更しても、
クライアントによる FileMaker Pro の操作が中断されることはあり
ません。ただし、次回同じファイルを開くときには、新しいパス
ワードを入力する必要があります。

アカウントは、必要に応じていくつでも作成できます。各ユーザ
に対して個別のアカウントを作成したり、複数のユーザで共有で
きる少数のアカウントを作成することができます。

アカウントとアクセス権セットの表示
[アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスには、ファ
イルのすべてのアカウントとアクセス権セットの一覧が表示され
ます。
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ファイルのアカウントとアクセス権セットを表示するには、次の
操作を行います。

1. データベースファイルを開きます。
2. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [アカウントと
アクセス権...] を選択します。
開いたファイルに対して定義されているアカウントが表示されます。

3. [アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスで、[アク
セス権セット] タブをクリックします。
開いたファイルに対して定義されているアクセス権セットが表示
されます。

アカウントの作成
ファイルにアクセスするすべてのユーザに対してアカウントを作
成したり、複数のユーザで共有するアカウント（「マーケティング
部」や「営業部」など）を作成して、アカウントの数を抑えるこ
ともできます。新しい各アカウントには、アクセス権セットを割
り当てる必要があります。

アカウントを作成するには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [アカウントと
アクセス権...] を選択します。
2. [アカウント] タブで、[作成...]（Windows）または [新規...]
（Mac OS）をクリックします。
3. [アカウントの編集] ダイアログボックスで、[アカウントの認証
方法:] から [FileMaker] を選択します。

外部サーバーで管理されているアカウントの詳細については、
106ページの「外部サーバーで認証するアカウントの作成」を参
照してください。
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4. アカウントのアカウント名とパスワードを入力します。
ヒント 個々のユーザに対してアカウントを作成する場合、各ア
カウントには、[環境設定 ] ダイアログボックスの [ユーザ名 :] で
定義されている名前に基づいて名前を付けることができます。こ
のユーザ名は、アカウント名とパスワードを入力するダイアログ
ボックスに表示されるデフォルトのアカウント名です。[ ユーザ
名 :] に表示される名前と同じアカウント名を設定すると、ユーザ
はアカウント名を再入力する必要がなくなります。

5. アカウントのユーザが初めてログインしたときに新しいパス
ワードを選択するように設定する場合は、[ユーザは次回ログイン
時にパスワードの変更が必要] を選択します。
ほとんどの場合、複数のユーザで共有するアカウントには、初め
てログインしたときにパスワードを変更するよう設定しないでく
ださい。その代わり、パスワードを指定しておき、必要なユーザ
に知らせるようにしてください。また、共有アカウントのアクセ
ス権セットでパスワードの変更を許可することもお勧めしませ
ん。あるユーザがパスワードを変更すると、同じアカウントを共
有する他のすべてのユーザがログインできなくなる可能性がある
ためです。

6. [アカウントのステータス:] で、アカウントのアクティブまたは
非アクティブを選択します。
たとえば、アクセス権セットの設定を終了するまでアカウントを
非アクティブにすることができます。非アクティブなアカウント
のアカウント名とパスワードを使用してデータベースを開くこと
はできません。

7. [アクセス権セット:] で、そのアカウントに設定するアクセス権
セットを選択します。
既存のアクセス権セットを使用することも、[新規アクセス権セッ
ト...] を選択して新しいアクセス権セットを作成することもでき
ます。詳細については、107ページの「アクセス権セットの作成」
を参照してください。

8. [説明:] ボックスに、アカウントの説明を入力します（オプ
ション）。
9. [OK] をクリックします。

10. [アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスで、[OK]
をクリックします。
11. 続いて表示されるダイアログボックスで、[完全アクセス] アク
セス権セットに割り当てられているアカウント名とパスワードを
入力して、[OK] をクリックします。

外部サーバーで認証するアカウントの作成
FileMaker Server で FileMaker Pro のデータベースファイルをホス
トする場合に、組織において、ユーザとグループに対して一元管
理された認証方法（Apple OpenDirectory や Windows ドメインなど）
を使用しているときは、認証サーバーに基づいてユーザを認証す
るアカウントを設定できます。これにより、各 FileMaker Pro デー
タベースファイルで独立したアカウントの一覧を管理することな
く、既存の認証サーバーを使用してデータベースへのアクセスを
制御することができます。

注意 認証サーバーでユーザを認証することができるのは、
FileMaker Server でホストされているデータベースファイルだけで
す。FileMaker Pro で共有されているデータベースファイルを認証
サーバーで認証することはできません。

重要 データベースファイルに１つまたは複数の外部サーバーア
カウントが含まれる場合は、オペレーティングシステムのセキュ
リティ設定を使用して、ファイルへの直接アクセスを制限してく
ださい。制限しない場合、権限のないユーザが、認証サーバーの
環境を複製した別のシステムにファイルを移動して、ファイルへ
のアクセスを取得できることがあります。詳細については、
FileMaker Server のマニュアルを参照してください。

外部サーバーで認証するアカウントを作成するには、次の操作を
行います。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [アカウントと
アクセス権...] を選択します。
2. [アカウント] タブで、[作成...]（Windows）または [新規...]
（Mac OS）をクリックします。
3. [アカウントの編集] ダイアログボックスで、[アカウントの認証
方法:] から [外部サーバー ] を選択します。
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4. [グループ名:] に、外部認証サーバーで定義されているグループ
名を入力します。
5. [アカウントのステータス:] で、アカウントのアクティブまたは
非アクティブを選択します。
6. [アクセス権セット:] で、そのアカウントに設定するアクセス権
セットを選択します。
アカウントに割り当てるアクセス権セットによって、外部で認証
されるグループのメンバーがデータベースファイルに対して実行
できる操作が決まります。既存のアクセス権セットを使用するこ
とも、[新規アクセス権セット...] を選択して新しいアクセス権セッ
トを作成することもできます。詳細については、次のセクション
を参照してください。

7. [説明:] ボックスに、アカウントの説明を入力します（オプ
ション）。
8. [OK] をクリックします。
9. [アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスで、[OK]
をクリックします。
10. 続いて表示されるダイアログボックスで、[完全アクセス] アク
セス権セットに割り当てられているアカウント名とパスワードを
入力して、[OK] をクリックします。

アクセス権セットの作成
１つまたは複数のアカウントに各アクセス権セットを割り当てる
ことができます。

アクセス権セットを作成するには、次の操作を行います。

1. 上の手順に従って、ファイルのアクセス権セットを表示します。
2. [作成...]（Windows）または [新規...]（Mac OS）をクリックします。

[アクセス権セットの編集] ダイアログボックスが表示されます。
デフォルトでは、各アクセス権セットのオプションは、最も制限
が厳しい設定になっています。

3. [説明] ボックスに、アクセス権セットの説明を入力します（オ
プション）。
4. アクセス権セットのアクセス権を定義します。
アクセス権セットの詳細については、ヘルプを参照してください。

5. [OK] をクリックします。
必要なアクセス権セットを作成したら、アカウントを作成または
編集して、それぞれに適切なアクセス権セットを設定する必要が
あります。詳細については、105ページの「アカウントの作成」を
参照してください。

アカウントとアクセス権セットの作成の詳細については、ヘルプ
を参照してください。

レコードレベルのアクセスの有効化について
各テーブルに対して、レコードアクセスを個別に設定することが
できます。たとえば、アクセス権セットにより次の操作を制限す
ることができます。
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1 各テーブル内の一部またはすべてのレコードの表示、編集、作
成、または削除。

1 各テーブル内の特定のフィールドへのアクセスまたは変更。
現在使用中のファイルで定義されているテーブルに対しては、レ
コードアクセス権のみを設定することができます。使用中のファ
イルに他のファイル内のテーブルとのリレーションシップが設定
されていて、それらのテーブルを保護したい場合は、他のファイル
の方にアカウントとアクセス権セットを作成する必要があります。
[アクセス権セットの編集] ダイアログボックスの詳細について
は、ヘルプを参照してください。

拡張アクセス権の表示
拡張アクセス権は、ファイルのアクセス権セットによって許可さ
れるデータ共有オプションを決定します。たとえば、ファイルが
共有されている場合は、[FileMaker ネットワークによるアクセス]
拡張アクセス権によって、現在のアクセス権セットでクライアン
トとして共有ファイルを開くことができるかどうかが決まりま
す。[インスタント Web 公開によるアクセス] 拡張アクセス権では、
現在のアクセス権セットで Web ブラウザからデータベースへの
アクセスを許可するかどうかを指定します。

デフォルトでは６つの拡張アクセス権があります。デフォルトの
拡張アクセス権の詳細については、100ページの「アカウント、ア
クセス権セット、および拡張アクセス権について」を参照してく
ださい。
[アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスでは、拡張
アクセス権を参照することができる他に、選択したアクセス権
セットに対して各拡張アクセス権を有効にすることもできます。
デフォルトでは、拡張アクセス権は、[完全アクセス] アクセス権
セットにおいてもすべて無効になっています。

不要な拡張アクセス権の削除が必要な場合があります。

拡張アクセス権を表示するには、次の操作を行います。

1. データベースファイルを開きます。
2. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [アカウントと
アクセス権...] を選択します。
3. [アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスで、[拡張
アクセス権] タブをクリックします。

拡張アクセス権の詳細については、ヘルプを参照してください。
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FileMaker Pro 7 および FileMaker Pro 8 では同じファイル形式を
使用するため、FileMaker Pro 8 では、FileMaker Pro 7 のファイルを
変換せずに開くことができます。FileMaker Pro 8 のファイルを
FileMaker Pro 7 で使用することもできます。ただし、旧バージョン
でファイルを開いた場合、新しい機能が適切に動作しない可能性
があります。次に例を示します。

1 入力値の自動化: 入力値の自動化が設定されているフィールド
で、[フィールド書式] ダイアログボックス（最新バージョンでは
[フィールド/コントロールの設定] ダイアログボックス）を開いた
場合、[OK] をクリックすると自動化機能が解除されます。

1 ドロップダウンカレンダー : Mac OS で、ドロップダウンカレン
ダーが設定されているフィールドで、[フィールド書式] ダイアログ
ボックス（最新バージョンでは [フィールド/コントロールの設定]
ダイアログボックス）を開いた場合、[OK] をクリックすると、変
更を加えていなくてもフィールドスタイルがラジオボタンセット
に切り替わります。

1 タブコントロール : タブパネルを含むレイアウトは開きますが、
タブパネル上にあったオブジェクトが重なり合って表示されます。

1 データのインポート:バージョン 7 より前のバージョンの FileMaker
Pro で作成された FileMaker Pro ファイルは、インポートする前に
.fp7 フォーマットへ変換する必要があります。

FileMaker Pro 8 でファイルを作成したり、開いたりした後は、旧
バージョンの FileMaker Pro を使用してデータベースの設計やレイ
アウト（特に FileMaker Pro 8 で変更された機能）を変更しないこ
とをお勧めします。

ファイルメーカーPro 6 以前のファイルの
変換
ファイルメーカー Pro 6 以前のバージョンで作成されたファイル
は、.fp7 ファイル形式に変換する必要があります。

この変換処理を実行することで、バージョン 7.0 より前のバー
ジョンの FileMaker Pro で作成されたファイルを FileMaker Pro 8 で
使用できるようになりますが、次の点に注意してください。

1 手動での修正が必要な場合があります。変換されたファイル
で、正しく変換されていない項目を修正しなければならない場合
があります。場合によっては、元のファイルの項目を修正してか
らファイルをもう一度変換する必要があります。ファイルを変換
した後に、「Conversion.log」ファイルで、修正が必要な項目がない
かどうかを確認してください。

1 変換されたファイルをテストする必要があります。
「Conversion.log」ファイルには、ファイル内で修正が必要なすべて
の項目が示されない場合があります。変換されたデータベースソ
リューションを使い始める前に、ソリューションを十分にテスト
して、すべての項目が正しく変換されていることを確認してくだ
さい。たとえば、すべてのスクリプトが意図したとおりに動作す
ることや、アカウントとアクセス権セットによって必要なファイ
ルのセキュリティが提供されていることを確認します。

1 ファイルを FileMaker Pro 8 に移行することができます。複数の
ファイルで構成されるリレーショナルデータベースを変換した場
合、変換されたファイルは、FileMaker Pro 8 での使用に最適化さ
れていません。変換後もファイルは関連していますが、複数の関
連テーブルで構成される単一のファイルに結合されていません。
FileMaker Pro 8 の新機能を有効に利用するには、単一のファイル
の方が効果的な場合があります。変換の次の段階に進んで、ファ
イルを FileMaker Pro 8 に移行することができます。移行のために
は、変換後にファイルを手動で結合するか、またはデータベース
を FileMaker Pro 8 で再作成して、元のファイルからデータをイン
ポートします。変換後、個別のファイルから新しいテーブルへ
インポートし、１つのファイルにすることができます。
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この章では、ファイルの変換の基本について説明します。ここで
説明する内容は、次のとおりです。

1 変換処理の概要
1 １つのファイルを変換する方法、または複数のファイルを一括
して変換する方法

1 １つまたは複数のファイルを変換した後で「Conversion.log」
ファイルを参照する方法の詳細

1 変換時に発生する可能性がある主な問題の概要

複雑なデータベースやビジネスに不可欠なデータベースを変換す
る場合は、より詳細なマニュアル『旧バージョンの FileMaker デー
タベースの変換』を参照してください。このマニュアルは
www.filemaker.co.jp からダウンロードすることができます。

変換の概要
データベースソリューションが非常に単純な場合は、ファイルを
変換して「Conversion.log」ファイルを確認し、変換されたファイル
をテストして使用することができます。たとえば、旧バージョン
のファイルメーカー Pro に付属するテンプレートから作成した単
純なファイルは正しく変換され、変換後に多くの修正を手動で加
える必要はありません。

カスタムスクリプトなどの独自の機能を使用して作成された複数
のファイルで構成されるリレーショナルデータベースや、ビジネ
スに不可欠なデータベースを変換する場合は、より慎重に変換を
計画することをお勧めします。
FileMaker Pro 8 は、バージョン 3.x、4.x、5.x、および 6.x で作成さ
れたファイルを変換できます。ファイルメーカー Proバージョン
2.x 以前を使用して作成されたファイルの場合は、まず、サポート
されているこれらの形式の１つに変換する必要があります。その
後、ファイルを FileMaker Pro 8 に変換できます。詳細については、
114ページの「ファイルメーカー Pro 1.x および 2.xのデータベー
スの変換」を参照してください。

ファイルを変換する際、FileMaker Pro 8 は、元のファイルの内容
を保持して、FileMaker Pro 8 形式に変換された新しいファイルを
作成します。元のファイルの内容は変更されないため、ファイル
を作成した旧バージョンの FileMaker Pro で開くことができます。
変換後のファイルは FileMaker Pro 7 と FileMaker Pro 8 でのみ開く
ことができます。

１つのファイルを変換するか、または一度に複数のファイルを変
換することができます。

1 他のファイルから関連データを表示しないスタンドアロンの
データベースファイルには、１つのファイルを変換する方法を使
用します。詳細については、次のセクションを参照してください。

1 リレーショナルデータベースに含まれるファイルをすべて変
換するには、複数のファイルを変換する方法を使用します。詳細
については、111ページの「複数のファイルの一括変換」を参照
してください。

１つのファイルの変換

１つのファイルを変換して開くには、次の操作を行います。

1. 変換するファイルを旧バージョンのファイルメーカー Pro で現
在開いている場合は、閉じます。
現在開いているファイルを変換しようとすると、ファイルがすで
に使用中であることを示す警告メッセージが表示され、ファイル
は変換されません。

2. FileMaker Pro 8 を起動します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
1 [新規/既存ファイルを開く] ダイアログボックスが表示され
た場合は、手順４に進みます。
1 [新規データベース] ダイアログボックスが表示された場合
は、[既存ファイルを開く] を選択して、[OK] をクリックします。
1 ダイアログボックスが表示されない場合は、[ファイル] メ
ニューから [開く...] を選択します。
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4. [ファイルを開く] ダイアログボックスで、変換するファイルを
選択して、[開く] をクリックします。
注意 FileMaker Pro 8 アプリケーションアイコンにファイルをド
ラッグして変換を開始することもできます。

[「（ファイル名）」の変換] ダイアログボックスが表示され、変換
前に既存のファイルの名前を変更することができます。デフォル
トでは、ファイル名に「(旧)」が追加された名前に変更されます。

5. 次のいずれかの操作を行います。
1 [元のファイル名変更:] チェックボックスの選択を解除して
[OK] をクリックし、古いファイルの名前を変更する手順を省略
します。変換されたファイルには .fp7 という拡張子が付くた
め、古いファイルに .fp5、.fp3、または .fmj の拡張子が付いてい
る場合、ファイル名を変更する必要はありません。Windows で
は、変換されたすべてのファイルにファイル拡張子 .fp7 が追加
されます。
1 目的の名前を入力して [OK] をクリックし、古いファイルの
名前を変更します。この操作は、Mac OS を使用している場合、
ファイルに拡張子が付いていない場合、および変換されたファ
イルに対して引き続き既存のファイル名を使用する場合に行い
ます。

[変換後のファイル名:] ダイアログボックスが表示されます。

6. 新しいファイルのファイル名を入力します。
変換されたファイルのデフォルトのファイル名は、手順５で古い
ファイルの名前を変更した場合は元のファイル名になります（元の
ファイルに拡張子が付いていた場合は、拡張子 .fp7が付きます）。
古いファイルの名前を変更しなかった場合は、「ファイル名 (変換)」
になります。

7. [保存] をクリックし、変換を開始します。
変換に時間がかかる場合は、[ファイルフォーマットの変換] ダイ
アログボックスが表示され、変換の進行状況が示されます。変換
中のファイルに索引設定されたフィールドが含まれる場合は、索
引の再作成中に [無視] をクリックして索引設定を延期すると、時
間を短縮できます。

ほとんどの場合は、FileMaker Pro によってファイルが変換されて
開かれます。変換が正しく行われない場合や、エラーメッセージ
が表示される場合は、114ページの「変換に関する基本的な問題
の解決」を参照してください。

8. メモ帳（Windows）やテキストエディット（Mac OS）などのテ
キストエディタを使用して、変換されたデータベースが保存され
ているフォルダにある「Conversion.log」ファイルを開きます。

「Conversion.log」ファイルには、完了した変換処理のログが記録さ
れています。ファイルの大部分には、変換されたさまざまなファ
イルの構成部分を示すステータスメッセージが含まれています
が、 変換されたファイルをさらにテストする前に手動で修正しな
ければならない部分を示すエラーメッセージが含まれる場合もあ
ります。「Conversion.log」ファイルの詳細については、113ページ
の「「Conversion.log」ファイルの確認」を参照してください。

複数のファイルの一括変換

FileMaker Pro 8 では、複数のファイルを同時に変換することがで
きます。複数の関連ファイルで構成されるデータベースを変換す
る必要がある場合や、名前を変更するプロンプトをファイルごと
に個別に表示することなく、複数の FileMaker Pro ファイルをすば
やく変換したい場合は、複数のファイルを変換する方法の使用を
お勧めします。

複数のファイルを同時に変換する場合、変換されたファイルを保
存するフォルダを指定するようメッセージが表示され、元のファ
イルは変更されずに残ります。変換された各ファイルには
FileMaker Pro によって自動的に名前が付けられ、名前を変更する
ようメッセージは表示されません。指定したフォルダ内に既存の
ファイルがある場合は、上書きされずに、 ファイル名の末尾に番
号が追加され、必要に応じて、固有の名前が見つかるまで番号が
増やされます。
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変換するファイルを選択する方法は複数あり、ファイル（または
ファイルが含まれるフォルダ）を FileMaker Pro 8 アプリケーション
アイコンにドラッグ＆ドロップするか、FileMaker Pro の [開く] ダ
イアログボックスで複数のファイルを選択することができます。

複数のファイルを一括して変換するには、次の操作を行います。

1. 変換するファイルを旧バージョンのファイルメーカー Pro で現
在開いている場合は、閉じます。
現在開いているファイルを変換しようとすると、ファイルがすで
に使用中であることを示す警告メッセージが表示され、ファイル
は変換されません。

2. Windows エクスプローラまたは Mac OS の Finder のウインドウ
で、変換されたファイルを保存する新しい空のフォルダを作成し
ます。
3. 次のいずれかの操作を行って、変換するファイルを選択して開
きます。
1 ファイルを選択する方法: Windows エクスプローラまたは
Mac OS の Finder のウインドウで、変換するファイルを選択し
て、FileMaker Pro 8 アプリケーションアイコンにドラッグします。
1 フォルダを選択する方法: 変換するファイルがすべて１つの
フォルダに含まれている場合は、そのフォルダをドラッグして、
FileMaker Pro 8 アプリケーションアイコンにドラッグします。
複数のファイルで構成されるリレーショナルデータベースを変
換する場合に、ファイルが複数のサブフォルダで編成されてい
るときは、各フォルダを個別に変換する必要があります。まず、
変換されるファイルに対して、同じ構造で新しいフォルダを作
成します。続いて、サブフォルダ内のファイルを、最も階層の
深いフォルダから変換します。これには、サブフォルダを
FileMaker Pro 8 アプリケーションアイコンにドラッグして、
メッセージが表示されたら、新規作成した正しい保存先のフォ
ルダを指定します。サブフォルダ内の関連ファイルがすべて変
換されたら、上で説明されている「ファイルを選択する方法」
を使用して、元の親フォルダ内にあるファイルを変換します。

1 [ファイルを開く] ダイアログボックスで選択する方法: 
FileMaker Pro 8 で、[ファイル] メニューから [開く...] を選択しま
す。[ファイルを開く] ダイアログボックスで、Ctrl キー（Windows）
または 2 キー（Mac OS）を押しながら各ファイルをクリックし
て、変換するファイルを選択します。一定範囲の連続するファイ
ルを選択することもできます。これには、範囲内の最初のファイル
をクリックし、Shift キー（Windows）または shift キー（Mac OS）
を押しながら範囲内の最後のファイルをクリックします。続い
て、[開く] をクリックします。

[複数のファイルを開く] ダイアログボックスが表示されます。
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4. [すべてのファイルを開き、必要に応じて変換する] を選択し
ます。
5. [指定...] をクリックし、手順２で作成した、変換されたファイ
ルを保存するフォルダを選択し、[OK]（Windows）または [選択]
（Mac OS）をクリックします。
重要 元のファイルが含まれるフォルダを選択しないでくださ
い。元のファイルが含まれるフォルダを選択すると、変換された
ファイルによって元のファイルが置き換えられるのを防ぐため
に、変換されたファイルの名前が変更される（ファイル名に番号
が付加される）場合があります。このようにファイルの名前が変
更されると、ファイル参照が正しく変換されない可能性があり、
リレーションシップや、ファイル参照に依存する他の機能に影響
を及ぼします。

6. [複数のファイルを開く] ダイアログボックスで [開く] をクリッ
クして、変換を開始します。
変換に時間がかかる場合は、[ファイルフォーマットの変換] ダイ
アログボックスが表示され、変換の進行状況が示されます。変換
中のファイルに索引設定されたフィールドが含まれる場合は、索
引の再作成中に [無視] をクリックして索引設定を延期すると、時
間を短縮できます。

変換されたファイルが指定したフォルダ内に作成されて開かれま
す。元のファイルは変更されずに残ります。Windows では、変換
されたすべてのファイルにファイル拡張子 .fp7 が追加されます。
Mac OS では、変換前のファイルに拡張子 .fp3、.fp5、または .fmj
が付いていた場合は、変換されたファイルすべてに拡張子 .fp7 が
追加されます。

変換が正しく行われない場合や、エラーメッセージが表示される
場合は、114ページの「変換に関する基本的な問題の解決」を参
照してください。

7. メモ帳（Windows）やテキストエディット（Mac OS）などのテ
キストエディタを使用して、変換されたデータベースファイルが
保存されているフォルダにある「Conversion.log」ファイルを開き
ます。

「Conversion.log」ファイルには、完了した変換処理のログが記録さ
れています。ファイルの大部分には、変換されたさまざまなファ
イルの構成部分を示すステータスメッセージが含まれています
が、 変換されたファイルをさらにテストする前に手動で修正しな
ければならない部分を示すエラーメッセージが含まれる場合もあ
ります。「Conversion.log」ファイルの詳細については、113ページ
の「「Conversion.log」ファイルの確認」を参照してください。

注意 後で同じファイルを再度変換する必要がある場合は、ファ
イルを空のフォルダ内に変換するようにしてください。つまり、
前回変換したファイルを移動または削除するか、あるいは次の変
換用に新しいフォルダを作成します。これにより、次の変換時に、
変換されたファイルの名前が変更されて、ファイル参照が不適切
に変換されるのを防ぎます。

「Conversion.log」ファイルの確認

１つまたは複数のファイルを変換したら、「Conversion.log」ファ
イルを開いて内容を確認することをお勧めします。このファイ
ルには、変換のステータスと、変換時に見つかった問題となる
可能性がある項目（無効な名前のフィールドなど）が記述され
ています。

このログファイルは、変換されたファイルと同じフォルダに作成
されます。複数のファイルを変換する方法を使用して同時に複数
のファイルを変換した場合、「Conversion.log」ファイルには、変換
されたファイルすべての情報が記録されます。

ほとんどの場合は、変換されたファイルで問題を修正することが
できます。変換後に修正すると複雑で時間がかかる問題があるこ
とをログファイルが示している場合は、旧バージョンのファイル
メーカーProを使用して元のファイルで問題を修正してから、ファ
イルを再度変換することができます。
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重要 「Conversion.log」ファイルには、ファイル内で修正が必要な
一部の項目が示されない場合があります。変換されたデータベー
スソリューションを使い始める前に、ソリューションを十分にテ
ストして、すべての項目が正しく変換されていることを確認して
ください。たとえば、すべてのスクリプトが意図したとおりに動
作することや、アカウントとアクセス権セットによって必要な
ファイルのセキュリティが提供されていることを確認します。

変換に関する基本的な問題の解決
次に、変換時に発生する可能性がある問題を修正するための推奨
事項を示します。

FileMaker Pro 8 でファイルを開くことができない

FileMaker Pro 8 では、ファイルメーカー Pro 1.xまたは 2.x で作成
されたファイルは変換できません。詳細については、次のセク
ション「ファイルメーカー Pro 1.x および 2.xのデータベースの変
換」を参照してください。

ファイルが正しく変換されない

1 ファイルのコピーを変換する場合は、元のファイルを閉じてか
らコピーしてください。ファイルが開いたままの場合、正常に変
換されません。

1 変換するデータベースのフォルダ内にある「Conversion.log」
ファイルを確認します。詳細については、前のセクション
「「Conversion.log」ファイルの確認」を参照してください。

1 まず、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用してファイ
ルを修復してから、もう一度ファイルを変換します。

旧バージョンのファイルメーカー Proを使用して元のファ
イルを開くと、一貫性のチェックまたは自動修復のメッ
セージが表示される

まず、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して元のファ
イルを修復してみます。続いて、同じバージョンのファイルメー
カー Proを使用して修復されたファイルを開き、ファイルを閉じ
てから、FileMaker Pro 8 で変換してみます。

変換されたファイルでパスワードを使用できない

FileMaker Pro 8 では、パスワードの大文字と小文字が区別されま
す。旧バージョンのファイルメーカー Pro で作成したパスワード
と完全に同じパスワードを入力していることを確認します。元の
ファイルの所有者か、またはデータベース管理者である場合は、
旧バージョンのファイルメーカー Proを使用して元のファイルを
開き、[ファイル「（ファイル名）」のパスワード定義] ダイアログ
ボックスでパスワードを確認します。ファイルの所有者やデータ
ベース管理者でない場合は、データベース管理者にパスワードの
情報を問い合わせてください。詳細については、次のセクション
の「パスワード」を参照してください。

ファイルメーカー Pro 1.x および 2.xの
データベースの変換
FileMaker Pro 8 では、ファイルメーカー Pro 1.xまたは 2.x で作成
されたファイルは変換できません。これらのファイルを
FileMaker Pro 8 で使用するには、ファイルメーカー Pro 3.x、4.x、
5.x、または 6.x を使用して変換してから、FileMaker Pro 8 を使用
してもう一度変換する必要があります。

注意 Windows 用のバージョン 7 より前のファイルメーカー
Proで変換できるのは、2.x のファイルだけです。1.x のファイルを
変換する必要がある場合は、Mac OS コンピュータ上でファイル
メーカー Pro 3.x、4.x、5.x、または 6.x を使用してファイルを変換
します。

変換に関する主な問題
以降のセクションでは、バージョン 7 より前のバージョンのファ
イルメーカー Pro のデータベースを FileMaker Pro 8 に変換する際
に発生する可能性がある主な問題について簡単に説明します。詳
細については、『旧バージョンの FileMaker データベースの変換』
を参照してください。このドキュメントは www.filemaker.co.jp か
らダウンロードすることができます。
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パスワード

変換時に、パスワードは FileMaker Pro 8 のアカウントに変換され
ます。パスワードの変換に関する一般的な問題は、次の２つです。

1 変換されたファイルでは、変換された各アカウントのアカウン
ト名とパスワードの両方がデフォルトで元のファイルのパスワー
ドに設定されており、[完全アクセス] アクセス権セットを持つ任
意のユーザがすべてのパスワードを参照可能な状態になっていま
す。セキュリティ上の理由から、アカウント名がパスワードと同
じにならないように各アカウント名を変更するか、またはパス
ワードがアカウント名と同じにならないように各パスワードを変
更することをお勧めします。また、次回ログイン時に各アカウン
トにパスワードの変更を要求するオプションを設定することもで
きます。

1 FileMaker Pro 8 のパスワードでは、大文字と小文字が区別され
ます。旧バージョンのファイルメーカー Pro で作成したパスワー
ドと完全に同じパスワードを入力していることを確認します。詳
細については、前のセクションの「変換されたファイルでパスワー
ドを使用できない」を参照してください。

ユーザ辞書の情報の保持
変換時に、ユーザ辞書への参照は、デフォルトのユーザ辞書を使
用しているか、それともカスタムユーザ辞書を使用しているかに
応じて異なる方法で処理されます。

1 デフォルトのユーザ辞書を使用している場合: デフォルトの
ユーザ辞書（user.upr）を使用するデータベースファイルを変換す
ると、変換されたファイルは、新しい「FileMaker Pro 8」フォルダ
内の「user.upr」ファイルを参照します。したがって、変換された
データベースを使用する前に、旧バージョンのファイルメーカー
Pro アプリケーションのフォルダから「FileMaker Pro 8」フォルダ
に「user.upr」ファイルをコピーするか、「user.upr」ファイルから
FileMaker Pro 8 の「user.upr」ファイルに情報をエクスポートする
必要があります。

1 カスタムユーザ辞書を使用している場合: カスタムユーザ辞書
ファイルを参照するデータベースファイルを変換すると、変換さ
れたファイルは、引き続き以前の場所にある辞書を参照します。
その場所から辞書を移動または削除すると、変換されたファイル
がカスタム辞書の情報にアクセスできなくなります。この問題は、
元のカスタム辞書ファイルが旧バージョンのファイルメーカー Pro
のフォルダにあり、後で旧バージョンのファイルメーカー Pro を
アンインストールした場合などに、不注意から発生する可能性が
あります。

カスタムユーザ辞書を保持するには、辞書ファイルを「マイ ド
キュメント」フォルダ（Windows）またはホームフォルダ（Mac OS）
に移動します。続いて、データベースファイルの変換後に、新し
い場所にある辞書ファイルを使用するように指定します。詳細に
ついては、ヘルプで、スペルチェック辞書の選択に関する情報を
参照してください。

[印刷設定] スクリプトステップに保存された設定
オプション（Windows）
[印刷設定] スクリプトステップでは、カスタム用紙オプションを
保存しておき、スクリプトの実行時に呼び出して使用することが
できます。たとえば、ラベルを印刷したり、事前に印刷された
フォームに印刷したりする場合、この機能を使用することで、ス
クリプトを使用して特定のレイアウトを異なる用紙オプションで
印刷できます。
[印刷設定] スクリプトステップでオプションを作成したり保存し
たりする FileMaker Pro フォーマットは、バージョン 7 より前の
バージョンのファイルメーカー Pro で使用されていたフォーマッ
トとは互換性がありません。また、FileMaker Pro 8 では、以前の
ファイルに保存されている設定オプションを新しいフォーマット
に完全には変換できません。

変換後に、[印刷設定] スクリプトステップに保存されている設定
オプションを編集する場合、もう一度適切に入力できるように以
前の設定を確認しなければならないことがあります。変換される
前の古いファイルでオプションを参照すると、正確に入力するこ
とができます。



116 FileMaker Pro ユーザーズガイド

スクリプトでのウインドウの切り替え
バージョン 7 より前のバージョンのファイルメーカーPro では、必
要に応じて、スクリプトの実行後にアクティブなウインドウが自
動的に変更されていました。スクリプトの作成者がこのスクリプ
トステップを使用してアクティブなウインドウを設定できるよう
になったため、この自動的にウインドウを変更する動作はサポー
トされなくなりました。

バージョン 7 より前のバージョンの動作をエミュレートするた
め、ファイルの変換時に、特定の [スクリプト実行] および [関連
レコードへ移動] スクリプトステップの後に [ウインドウを選択]
スクリプトステップが自動的に挿入されます。目的のウインドウ
を変更する動作を実現するには、[ウインドウを選択] スクリプト
ステップを挿入または削除しなければならない場合があります。

論理関数と検索条件
FileMaker Pro 7 および FileMaker Pro 8 では、以前にサポートされ
ていた数字フィールド内の欧文文字が数字として認識されなく
なったため、論理値の真または偽の結果を返す一部の論理関数が
間違った結果を返す場合があります。また、論理値の内容に対す
る一部の検索条件でも、バージョン 7 より前のバージョンのファ
イルメーカー Pro では異なる結果が返される場合があります。

次の表は、論理値の異なる結果を示します。

数字フィールドで、「Yes」または「T」、あるいは真を意味する他
のテキストを使用している場合、これらの文字に依存する論理値
の計算式では、バージョン 7 より前のバージョンのファイルメー
カー Pro と同じ結果が返されません。

また、論理値情報に対する検索条件では、さらに制限が厳しくな
ります。たとえば、バージョン 7 より前のバージョンのファイル
メーカー Pro では、数字フィールドで「True」を検索する検索条
件を実行すると、1、True、Yes、Y、y、T、または t の値が検索さ
れていました。FileMaker Pro 7 および FileMaker Pro 8 で同じ検索
条件を実行すると、「True」のみが検索されます。旧バージョンで
返される対象レコードに一致するように、検索条件を変更するこ
とができます。また、[検索/置換...] コマンドを使用して、データ
を統一することもできます。

ファイル参照
ファイル参照には、FileMaker Pro が外部の FileMaker ファイルにア
クセスするために検索するパスが保存されています。バージョン 7
より前のバージョンのファイルメーカー Pro でもファイル参照は
存在していましたが、ユーザが確認することはできませんでした。
FileMaker Pro 7 および FileMaker Pro 8 では、[ファイル参照を定義]
ダイアログボックスでファイル参照を表示および編集できます。

次に、発生する可能性があるファイル参照の変換時の問題を２つ
示します。

1 複数のファイルで構成されるソリューションを変換した後、
ファイルを開くのが非常に遅くなる。ファイル参照が外部の場所
を参照している可能性があります。可能であれば、ファイル参照
をローカルパスに再設定することで、ファイルを開く速度を向上
できます。また、パスにアスタリスクが含まれるファイル参照、
つまりネットワークでファイルを検索するファイル参照を確認し
ます。アスタリスクを、リモートファイルが存在するコンピュー
タの IP アドレスまたはドメイン名に置き換えます。

数字フィールドの内容 FileMaker Pro 8 およ
び FileMaker Pro 7 
での評価結果

ファイルメーカーPro 6 
以前での評価結果

空白のフィールド 偽 偽

0 偽 偽

1 真 真

True、Yes、Y、y、T、
または t

偽 真

False、No、N、n、F、
または f

偽 偽
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1 変換後、[ファイル参照を定義] ダイアログボックスに同じファ
イル参照の複数のバージョンが含まれている。必要に応じて、該
当するファイル参照を手動で統合することができます。このため
の最も効率的な方法は、新しいファイル参照を作成し、ファイル
を参照している可能性があるリレーションシップ、スクリプト、
値一覧などの項目を、新しいファイル参照を使用するように編集
する方法です。その後、新しいファイル参照と同一の古いファイ
ル参照をすべて削除します。
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