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FileMaker プラットフォーム
について
Workplace Innovation Platform (ワー
クプレイス・イノベーション・プラットフォーム) 
を使用すると、固有のビジネスニーズに対応
するカスタム App を作成して、システム、プロ
セス、従業員の間の連係の改善に役立てるこ
とができます。FileMaker プラットフォームを
利用すれば、問題解決者はカスタム App を
開発、共有、統合し、絶えず変化するビジネス
上の課題に対処できます。

型にはまった仕事の 
やり方を変える。

チームはメンバーが数名で
も数百名でも、型にはまった
作業のやり方を変えること

ができます。 

ギャップをなくす。
アプライアンス App (特定の
機能や用途に特化した 

App) と全社システムの間の
ギャップがなくなります。

イノベーションを起こす。
アイデアや専門性を存分に
活用し、職場でイノベーション
を起こすことができます。

FileMaker プラットフォームを使ってチームが 
実現できること：
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FileMaker Developer 
Conference
FileMaker DevCon は毎年開催される開
発者会議です。掘り下げた内容のセッション、
特定の知識や技術に関するミーティング、
対面での相談会などがあります。また、たく
さんの FileMaker のスタッフや経験豊かな 
FileMaker プラットフォームのエキスパート
が参加しており、彼らと人脈を作る絶好の機
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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はじめに
この電子書籍は、2018 年に開催された 
FileMaker Developer Conference で
行われた Teresa Ingalls 氏によるプレゼン
テーションからの抜粋です。  

Ingalls氏は、文化財や文化遺産の管理、
博物館での収集と展示、および動物考古学
の調査に関する経験を持つ考古学者です。
Ingalls氏は、テクノロジーのイノベーションを
活用して、考古学および文化遺産管理の分野
に進歩をもたらし、作業環境の効率化を進め
ています。

Teresa Ingalls 氏 
デジタルデータマネージャ
New South Associates 社

この電子書籍の内容：
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FileMaker は私たちのすべて 
のビジネスプロセスを変革し始 
めています。“ “

̶ Teresa Ingalls 氏 

New South 
Associates 社

01
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概要

女性経営者 
のコンサルティング会社

1
New South Associates 
社について
New South Associates 社は、ジョージア州
アトランタに本社を構え、米国南東部に多くの
拠点を展開しています。女性経営者の小規模
な企業で、法人を対象に文化遺産に関する
コンサルティングを行なっています。  

特に古代遺跡や歴史的建造物のような建築遺
産に力を入れています。

本社 
ジョージア州アトランタ

業務内容 
文化的影響評価

80人
の正社員

コンサルティング 
古代遺跡や建築 
遺産の分野
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問題点

02

紙ベースのシステムでは 
書類が山積みになる一方で 
モビリティなど思いつきもしません
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現行システムの問題
Ingalls 氏には、基本的に紙ベースであったシ
ステムをデジタル時代に適したシステムに進化
させるという任務が課せられました。 

加えて New South Associates 社では、
人為的ミスの削減、レポート作成の自動化、
データの繰り返し入力の排除など様々なこと
を、ユーザやソリューション開発者にとって使い
やすい 1つのシステムで実現したいと考えてい
ました。

現行システムの主な課題：

2
時代遅れ 
の紙ベースの収集システム

多すぎる 
手作業

繰り返し
入力するデータ

悪い
使い勝手

非対応 
モビリティ
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解決策

03 FileMaker は最適な価格で最も優
れたカスタマイズ機能を備え、初心
者の開発者にとって本当に使いや
すいものした。

“ “
̶ Teresa Ingalls 氏 
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紙ベースの収集システムを最新
のデジタルシステムに刷新する

Ingalls 氏は、問題の解決に着手するにあたり 
50種類もの異なるソフトウェアの機能とメリット
を調べ、最終的に FileMaker プラットフォーム 
に決定しました。 

ソリューションを開発するために、FileMaker が
提供するワークプレイス・イノベーション・プラット
フォームを取締役会に推薦しました。要するに、
FileMaker プラットフォームが最適な価格で最も
優れたカスタマイズ機能を備え、初心者の開発
者にとって本当に使いやすいものだったのです。

発掘作業のメインページ
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経験が無くても 
問題ありません。
Teresa Ingalls 氏が FileMaker プラット
フォームを選んだもう 1 つの理由は、オンラ
インの FileMaker コミュニティを通して利用
できるサポート体制でした。Ingalls 氏は、こ
のサポートは彼女自身のように経験のない開
発者にとって、開発段階の初期にトラブル
シューティングを行ううえで本当に重要だと
感じました。3

FileMaker コミュニティ 
世界中の FileMaker ユーザ、開発者、パートナーが
集まるコミュニティに参加して質問をしたり回答を
見つけたりすることができます。
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主な成果
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人為的ミスの削減

紙ベースの書類の排除

iPad デバイスなどモバイルでの使用

簡単になったレポート作成

オンラインでもオフラインでも使用可能

ユーザフレンドリー

短時間での習得と定着
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解決された課題：

文化財に関する州の要件

転写の問題

データの複雑な関係性

人為的ミス

短時間でのトレーニング

プロジェクトのライブ追跡4
カスタム App ですぐに得られたメリット

オフィスでの活用。
収集されるすべてのデータはプロジェクトで追跡
することができ、レポート用にデータをまとめ 

ることができるようになりました。

社内文書フォームをカスタム  
App で再現。

手書きの社内文書がなくなって、 
読みやすくなり、PDF 出力も 
可能になりました。
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早期の成功により、応用の幅
を会社全体に広げ、新しいイノ
ベーションが生まれました。
New South Associates 社の取締役会は、
FileMaker プラットフォームを使用することに
よって実現された機能と可能性を見て非常に
喜び、ビジネス全体でのその他の使用方法につ
いてすぐに検討を開始しました。

New South Associates 社で採用された 
FileMaker プラットフォームの新たな活用法。

車両管理  
 
 
 

資産管理  
 
 
 

プロジェクトと予算 
の管理
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プレゼンテーションのセッション
録画を視聴する 
Ingalls 氏に当初求められたことをはるかに超えて彼女
が取り組んだ事柄についてご覧ください。イノベーション
プロジェクトとして、文化評価プロセスの変革、車両追
跡データベースの開発、プロジェクト管理システムの 
Fourth Dimension から FileMaker プラットフォームへ
の移行が行われてきました。

次のステップ

05
FileMaker の活用例：

文化財コンサルティング企業における 
 FileMaker ソリューション (英語)

DevCon プレゼンテーション全体の PDF 
ドキュメント (英語)
「CUS07_Ingalls.pdf」8.6 MB

関連資料のダウンロード：

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。

FileMaker お客様事例のビデオ
世界中の企業が FIleMaker のワークプレイス・
イノベーション・プラットフォームを活用してビジ
ネスを変革させている方法をご覧ください。
ビデオを見る

Workplace Innovation Platform 
(ワークプレイス・イノベーション・プラット
フォーム) を選ぶべき 5 つの理由
この電子書籍では、FileMaker を利用してビジ
ネスを発展させる最良の方法について説明して
います。さらに競争力を高めることから、アイデア
を増やすことまで解説しています。
電子書籍を読む

FileMaker プラットフォームを試用して
みませんか
FileMaker Pro Advanced および FileMaker 
Serverの無料評価版をお申し込みいただけ
ます。iPad、iPhone、Windows、Mac、そして 
Webにわたるシームレスな情報の管理と共有
を開始できます。

無料評価版を申し込む
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