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作成するためのガイド
Martha Zink、Soliant Consulting, Inc.



FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon は毎年開かれる開発者会議です。
網羅的な内容のセッション、非常に興味
深いミーティング、対面での相談会などが
あり、大勢の FileMaker, Inc. のスタッフ
や経験豊かな FileMaker プラットフォーム
の開発者とネットワークを築くよい機会
になります。世界中から 1,500 人以上の 
FileMaker 関係者が集まる唯一無二の貴重
なイベントです。
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ユーザにソフトウェアを気に入ってもらうため
には、魅力的な人物のように、礼儀正しく寛大
にふるまい、しかも役に立つように設計する
必要があります。 — Alan Cooper 氏 

米国のソフトウェアデザイナー 
兼プログラマ

「
」
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ようこそ
 
この eBook は、FileMaker Developer 
Conference 2017 での Martha Zink 氏による
プレゼンテーション「Get the Right Answers 
from Users - UI Tips and Tricks 」(英語) に基
づく初心者レベルのガイドです。  

Martha 氏は Soliant Consulting 社のテク
ニカルプロジェクトリーダーで、FileMaker 
プラットフォームの開発では 12 年以上の
経験があります。  

FileMaker プラットフォーム上でのカスタム 
App の作成、クライアントおよびビジネス
ニーズの分析、社内開発者やコンサルタント
の指導に携わっています。 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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すぐれた UI が必要な理由

カスタム App 内での移動や作業が簡単だ
と、誰もが喜んでくれるものです。ユーザ
が本当に重要な作業に集中できるように
するには、初めからユーザを念頭に置いて
カスタム App を設計するようにします。  

Web サイト上でしなければいけないこと
があるのに何が何だかわからない、という
状況を考えてみてください。きっと、いら
だちを覚えますよね。自分のユーザには
そのような思いをさせたくないものです。 

FileMaker プラットフォームを利用すれ
ば、ユーザや業務のニーズに合わせて作り
上げ、カスタマイズした、唯一無二のエク
スペリエンスを生み出すことができます。

•良いユーザインターフェース (UI) こそが成功をもたらす

• UI においてはユーザとそのニーズに焦点を当てる

•ユーザの知覚こそが本質である

• UI はあらゆるところにあり、誰の目にも入る
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考えるべき問題
01 次の 3 つの高度な問題から考えてみましょう

ユーザはどのような人物か？ 

ユーザは何を見るのか？ 

ユーザは何をするのか？



7

ユーザはどのような人物か？

役割やセキュリティのレベルが異なり、別々
のレイアウトにアクセスする可能性もあり
ます。 

タブレットとラップトップでは、デバイス
の使い方が大きく異なります。ユーザはタップ
するのでしょうか、それともクリックする
のでしょうか。カスタム App はユーザの役
割にどんな影響を与えるでしょうか。 

現場監督が建設現場で勤務時間を入力する
ときには、おそらくモバイルデバイスを使用
するでしょう。それに対し、管理者がタイム
シートを確認する場合はデスクトップコン
ピュータを使用することでしょう。ユーザ
がカスタム App にどのようにアクセスする
のかを考えてください。

ユーザの 
役割
-経営 
-システム管理 
-データ入力

使用する 
プラットフォーム
-デスクトップ 
-モバイル 
- Web

テクノロジーを 
受け入れる度合い

-ハイテクマニア 
-普通 
-テクノロジー嫌い

ユーザについて考えるべき 3 つの問題
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ユーザは何を見るのか？

ユーザが何を見るかは重要です。複雑
だとわかりにくくなります。使い勝手
の悪いカスタム App は使われなくな
るでしょう。 

新たなユーザはビジネスルールを覚
えながら、同時に新しいソフトウェア
の操作も覚えなければならないのです。

カラーとコントラスト
-テーマとスタイル 
-オブジェクトの状態 
-条件付き書式

一貫性
-不調和なオブジェクト
の排除 

-テーマとスタイル 
-オブジェクトの状態

わかりやすさ
-余白 
-空白 
-ワークフロープロセス

デザインの 3 原則 
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ユーザは何をするのか？

実際にユーザとともに時間を過ごし、
どのように毎日を過ごしているのか
を知りましょう。効率を向上できる
ところはどこですか。どのようなプ
ロセスに不満を抱いていますか。 

これらの点を理解することで、カス
タム App に搭載する必要のある機
能の全体像を作り上げることができ
ます。 

ユーザとのやり取りとユーザの役に立つ手段

ユーザの行動 役に立つ手段

データを表示または編集している

ポップオーバー 

カードウインドウ 

テーマとスタイル

ワークフローに従っている 進行状況バー / ボタンバー 

カードウインドウ

画面の流れに任せている
タブ順 

ナビゲーション 

条件付き表示

間違えている カスタムダイアログ / カスタムメッセージ 

条件付き書式 / 表示



UI を改善するための 
ソフトスキル
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ユーザを観察する 

困っていることについて尋ねる 

共感する 

常に自分よりもユーザのことを考える

ユーザが「言う」ことではなく、実際にユーザが取っている行動を見ましょう。
悩んでいる点と、その簡単な対策を探します。こうすることがユーザの悩みを理解
し、ユーザとそのビジネスに変化をもたらすチャンスとなります。結局のところ、
ビジネスの構成要素は人間なのです。 

ユーザのニーズを観察し、理解し、解決することに誇りを持って取り組みましょう。

ユーザのニーズに注目
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UI を改善するための 
ハードスキル
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カスタム App の使い方をユーザにどの程度教えますか。それとも、ユーザが
カスタム App から自分で学べるようにしますか。カスタム App の開発を成功
させる上で不可欠なことは、次に示す FileMaker プラットフォームのツールに
ついて理解することです。

ツールについての理解

テーマとスタイル / オブジェクトの状態 

条件付き書式 

条件付き表示  

ボタンとボタンバー 

カスタムダイアログ 

カードウインドウ / ポップオーバー
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ヒントとコツ
04

FileMaker プラットフォームのツールを使用すると、UI のエクスペリエンスを
改善し、ユーザの満足度を高めることができます。

シンプルなカスタム App から始めましょう

改良前

改良後



ヒント #1：テーマとスタイル

レイアウトでフィールドを整え、タブ順を修正し、一貫性のあるスタイルを使用します。さらに標準的な表示になるように
フィールドの書式を設定することで住所を読みやすくします。 

改良前 改良後



ヒント #2：条件付き書式

条件付き書式を使用して、必要な処理がはっきりとわかるようにします。 

改良前 改良後



ヒント #3：カードウインドウ

顧客を選択する作業を容易にするため、ピッカーとしてカードウインドウを使用します。 

改良前 改良後



ヒント #4：ポップオーバー

ポップオーバーを使用して、ステータスに関する追加情報が表示されるようにします。 

改良前 改良後



ヒント #5：ボタンバー

請求書のステータスが一目でわかるようにするため、ボタンバーの使用を検討します。 

改良前 改良後



ヒント #6：カスタムダイアログ

ユーザが特定の作業を実行する場合に誘導しやすくするカスタムダイアログを作成します。 

改良前 改良後
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計画

カスタム App を開発する
ための最初のステップです

作成

カスタム App の構築
を始めましょう

展開

作成したカスタム App を
チームで共有しましょう

プロジェクトを計画し、カスタム App を作成し、 
チームにカスタム App を展開するために役立つガイド：

Martha Zink 氏による DevCon の全プレゼンテーションの視聴、 
およびデモで使用しているサンプルファイルのダウンロード：

次のステップ
05 Getting the Right Answers from Your 

Users – UI Tips and Tricks (英語)
BEG002.fmp12.zip 

269.7 KB 

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://www.filemaker.com/jp/custom-apps/#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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FileMaker.com の「ラーニングセンター」ページでは、「カスタム App アカデミー」ビデオ
チュートリアル Web セミナー、「イベントセッションの録画ビデオ、eBook などの学習用リソー
スを提供しています。 
http://www.filemaker.com/jp/learning/

公式サイトの FileMaker Community では、他の FileMaker ユーザや専門家と交流することができ
ます。質問の回答を得たり、ビデオを見たり、テクニカルブリーフ、ハウツー記事、ホワイトペー
パーなどにアクセスしたりできます。 
https://community.filemaker.com/

FileMaker.com の「サポート」ページでは、製品マニュアル、ナレッジベースの記事、ご購入前の
製品情報、インストールガイドを提供しています。 
http://www.filemaker.com/jp/support/

Soliant TV および Soliant のブログからサードパーティのトレーニングを利用できます： 
https://www.youtube.com/SoliantConsultingTV および https://www.soliantconsulting.com/blog

オンラインの学習、トレーニング、コミュニティリソースを探す 

FileMaker プラットフォームを使用
したカスタム App を開発するのに
役立つさまざまなリソースをご利用
ください。

http://www.filemaker.com/jp/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/jp/support/
https://www.youtube.com/SoliantConsultingTV
https://www.soliantconsulting.com/blog

