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レッスン 1 

FileMaker Pro の基本事項
FileMaker® Pro チュートリアルへようこそ。このチュートリアル
では、FileMaker Pro で情報を管理する方法をご紹介します。 

FileMaker Pro ソフトウェアを使用して次の作業を実行する方法
を習得します。

1 情報を検索およびソートする
1 簡単なデータベースにレコードを作成し、入力する
1 ラベルレイアウトを作成する
1 計算式、ボタン、およびスクリプトを作成する
1 集計レポートを作成および実行する
1 FileMaker Pro データベーステーブル間のリレーションシップ
を作成する

このチュートリアル全体を学ぶには約４時間を要しますが、何回
かに分けて学習することも可能です。 

このチュートリアルの使用方法
各レッスンでは、The Corporate Travelers Club という架空の旅行
会社の会員データベースを使用します。このクラブの会員である
企業の社員は出張費を割り引き価格で入手でき、クラブの経費は
年会費によってまかなわれます。FileMaker Pro を使用して会員の
名前、住所、および会員タイプを記録するとともに会員への連絡
に使用する住所ラベルや手紙テンプレートを作成します。

このチュートリアルでは、前のレッスンで紹介された概念を理解
してそれ以降のレッスンに進むことを前提としていますので、
レッスンを順番に続けて最後まで学習するのが理想的です。ただ
し、各レッスンは独立した内容ですので、途中のレッスンを飛ば
して、必要に応じて後でレッスンを完了することも可能です。 
このチュートリアルでは、コンピュータのオペレーティングシス
テムに精通していることを前提としています。したがって、この
チュートリアルでの学習を進める上で、ファイルを開く、フォル
ダを探すというコンピュータのオペレーティングシステムに関
する基礎知識が必要となります。

このチュートリアルに含まれるファイルは、FileMaker Pro の諸機
能を説明する目的で作られています。開発用のテンプレートでは
ありません。

デモンストレーションによる紹介
各レッスンの目標をあらかじめ示すために、サンプルファイルを
使用して紹介する機能または概念を説明します。これにより、
レッスンの目的を常に把握することができます。

使用方法の説明
新しいテクニックや概念を紹介する場合は、さまざまな状況に
おける使用方法を説明します。

習得計画の作成
FileMaker Pro の習得にあたっては、このアプリケーションを使用
して操作することが最も効果的な方法です。このため、各レッスン
では、メニュー、画面、および概念を段階的に習得するための
実践的な作業が用意されています。

レッスン用ファイルの保存場所
チュートリアルファイルは、次の場所にインストールされます。
FileMaker Pro 8.5¥日本語エキストラ¥チュートリアル

また、[ヘルプ] メニューから [ラーニングセンター ] を選択して
チュートリアルファイルをダウンロードすることもできます。



8 FileMaker Pro チュートリアル
サンプルファイルには、このレッスンで説明する概念が示されて
おり、構築する前に機能を確認できます。必要に応じて各レッスン
のサンプルを参照してください。

練習用ファイルはサンプルファイルに似ていますが、特定の
レッスンで取り扱う機能を含んでいません。このような機能に
関連した項目や構造は各レッスンの学習過程で追加されます。

サンプル 02.fp7
サンプル 03.fp7
サンプル 04.fp7
サンプル 05.fp7
サンプル 06.fp7
サンプル 07.fp7
サンプル 08.fp7
サンプル 09.fp7
サンプル 10.fp7

練習 05.fp7
練習 06.fp7
練習 07.fp7
練習 08.fp7
練習 09.fp7
練習 10.fp7

サンプルファイル 練習用ファイル

FileMaker Pro の「チュートリアル」フォルダの構成

日本語エキストラ

FileMaker Pro 8.5

チュートリアル
チュートリアルファイルに問題が発生した場合
操作を間違えた場合、またはインストールをやり直す必要がある
場合は、既存の「チュートリアル」フォルダを新しいフォルダに
置き換えることができます。詳細については、7ページの「レッ
スン用ファイルの保存場所」 を参照してください。

データベースの概念

データベースとは
データベースとは情報を整理および分析する手段です。日常生活
において、無意識のうちにデータベースを使用しています。たと
えば、予定表、部品リスト、および個人のアドレス帳もデータ
ベースの一種です。

データベースを使用する理由
データベースファイルに情報を保存すると、多くの点で便利で
す。データベースは情報を保存するだけでなく、さまざまな方法
で情報を整理および分析する場合に役立ちます。たとえば、デー
タベースを使用してレポート作成のために情報をまとめる、ラベ
ルレイアウト作成のための情報をソートする、在庫数を確認す
る、または特定の請求書を検索することができます。

コンピュータを使用したデータベースは、スピード、信頼性、
正確性、および多数の反復作業の自動化などの面で、紙を使用
したデータベースに比べて有利です。

データベースの整理方法
データベースファイルは、１つまたは複数のテーブルの形式で
整理されます。テーブルにはレコードが保存されます。各レコード
はフィールドの集まりとして構成されます。

個人のアドレス帳が FileMaker Pro のデータベースファイルで
あると考えてみましょう。アドレス帳の各リストが「アドレス
帳」テーブルの１つのレコードに相当します。各レコードには、
名前、都道府県、および番地などの情報が含まれています。そし
て名前、都道府県、および番地などの各情報は異なるフィールド
に保存されています。 
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フィールドの表示方法
FileMaker Pro では、レイアウト上にフィールドを表示します。各
レイアウトは１つのテーブルに基づいており、そのテーブルから
レコードが表示されます。

データベースに、「アドレス帳」テーブルに加え、「タスク」テー
ブルもあると考えてみましょう。「アドレス帳」テーブルに基づ
くレイアウトには、「アドレス帳」テーブルのフィールドとレコー
ドが表示されます。「タスク」テーブルに基づくレイアウトには、
「タスク」テーブルのフィールドとレコードが表示されます。 

FileMaker Pro の基本事項
ほとんどのワードプロセッサやスプレッドシートのプログラム
と異なり、FileMaker Pro ではデータベースファイルを自動的に
保存します。したがって、ファイルに対する大きな変更を行う
場合、特にレコードを削除する場合は、慎重に考慮した上で実
行する必要があります。１度削除されたレコードは、データ
ベースから完全に削除されます。

レッスン 11 で学ぶように、ファイルのバックアップを定期的に
行う必要があります。ファイルが失われたり、破損した場合、
またはレコードが不注意で削除された場合に、バックアップを
作成しておくと、修復作業にかかる時間を大幅に節約できます。

FileMaker Pro のモードについて

FileMaker Pro では、次の４つのモードのいずれかを使用して作業
します。

1 データを入力および表示する場合、ブラウズモードを使用し
ます。

1 レコードまたはレコードのグループをすばやく検索する場
合、検索モードを使用します。

1 画面上、または印刷時における情報の表示方法を指定する場
合、レイアウトモードを使用します。

1 ページの印刷プレビューを表示する場合、プレビューモード
を使用します。
モードを切り替えるには、データベースを開き、[表示] メニュー、
モードボタン、またはアプリケーションウインドウの下部にある
モードポップアップメニューを使用します。

詳細情報
FileMaker Pro の基本概念については、『ユーザーズガイド』の
第１章を参照してください。

また、手順および概念に関するあらゆる情報を網羅した情報は、
FileMaker Pro ヘルプでも参照できます。FileMaker Pro ヘルプに
アクセスするには、[ヘルプ] メニューから [FileMaker Pro ヘルプ]
を選択します。

サンプルソリューションなどの資料が用意されている Web 上の
FileMaker ラーニングセンターにアクセスするには、[ヘルプ] メ
ニューから [ラーニングセンター ] を選択します。

レイアウトの
名前

現在の
レコード番号

フィールド

ファイル名

モードボタン

現在のモード
（ブラウズ）
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レッスン 2 

ブラウズモードでの情報表示

ブラウズモードでデータを表示、入力、または変更します。これ
は、データベースで行う作業で最も基本的な操作です。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 すでにデータが含まれているデータベースを開く
1 レコード間を移動する
1 レイアウトを切り替えることによって、情報をさまざまな方
法で表示する

1 フォーム形式、リスト形式、および表形式の違いを確認する

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

データベースを開き、レコード間を移動

このレッスンで使用するサンプルデータベースを開くには、次の
操作を行います。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル02.fp7」を開きます。
4. データベースがブラウズモードで表示されます。データベー
スが開かれる際、FileMaker Pro のデフォルト設定（初期設定）に
よりブラウズモードになります。

ステータスエリアでレコード数が 30 であることが示され、最初
のレコードが表示されています。

5. ブックアイコンの右側のページをクリックすると、次のレコー
ドに１つずつ進み、左側のページをクリックすると、前のレコード
に１つずつ戻ります。 
6. スライダを右側にドラッグして離すと、一度に複数のレコー
ドを進めることができ、スライダを左側にドラッグして離すと、
複数のレコードを一度に戻すことができます。
また、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）
を押すことで、現在表示されているレコードを変更することもで
きます。

ヒント [レコード ] メニューにはレコード間を移動するコマン
ドもあります。[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 ]、[前へ ]、[指定 ...] を選択します。

現在のモードは、
ステータスエリアの
上部に表示されます。

スライダ

ブックアイコン

ステータスエリア
レコード数

現在表示中の
レコード
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情報のさまざまな表示方法
FileMaker Pro で情報を一度入力すると、その情報を多くの方法で
利用することができます。レイアウトでは、一部またはすべての
フィールドを表示することができます。

各レイアウトですべてのフィールドを表示する必要はありませ
ん。特定の作業を完了するために必要な情報のみを使用したり、
印刷することができます。このため、レイアウトは便利な機能
といえます。

異なるレイアウトの参照

別のレイアウトを参照するには、今開いているサンプルファイル
「サンプル02.fp7」を使用します。

1. ブックアイコンの上にあるレイアウトポップアップメニュー
をクリックします。このファイルで使用可能なレイアウトが一覧
表示されます。

2.「データ入力」レイアウトの横にチェックマークが付いていま
す。つまり、これが現在のレイアウトです。「データ入力」レイ
アウトは、「サンプル02.fp7」テーブルにあるすべてのフィールド
を表示します。

3. レイアウトポップアップメニューから [会員リスト] レイアウ
トを選択します。

553-0011
大阪府大阪市此花区
朝日 23-739

同じデータを使用して複数の異なるレイアウトに配置できます。

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 絵理 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

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。

レイアウトポップ
アップメニュー

「データ入力」レイアウトは、「サンプル02」のテーブルにある
すべてのフィールドを表示します。
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このレイアウトでは、各レコードが表レイアウトの１行に表示さ
れます。「会員リスト」レイアウトでは、「データ入力」レイアウ
トに表示されていたフィールドのうち４つのみが表示されていま
すが、その他のフィールドのデータがデータベースから削除され
たわけではありません。このレイアウトでは、一部のフィールド
のみが表示され、そのデ－タが表示されていないにすぎません。

4.[レイアウト] ポップアップメニューを使用して、「データ入力」
レイアウトを再度表示します。すべてのデータが表示されます。
データが失われたわけではありません。

フォーム形式、リスト形式、および表形
式での表示

レイアウトは、フォーム、リスト、および表の３種類の形式で
表示できます。 

1 フォーム形式では、現在のレイアウトにおいてレコードが１
つずつ表示されます。

1 リスト形式では、現在のレイアウトが一覧の形で表示されま
す。 各レコードは他のレコードの下に表示されます。 

1 表形式では、多数のレコードが線で分割された表に表示され
ます。 

通常、ブラウズモードでは、レイアウトをフォーム形式、リスト
形式、および表形式のいずれかに切り替えることができます。

同じレイアウトをフォーム形式、リスト形式、および表形式に
切り替えて、それぞれの表示形式の違いを確認します。

1.「サンプル02.fp7」で、「会員リスト」レイアウトに切り替えま
す。多数のレコードがリスト形式で表示されます。
2. [表示] メニューから [フォーム形式] を選択します。

「会員リスト」レイアウトでは、「データ入力」レイアウトで表示されていた
フィールドのうち、４つのフィールドのみ表示されます。

フォーム形式

リスト形式

表形式

「会員リスト」レイアウトは、フォーム、リスト、および表の３種類の形式で
表示できます。
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同じレイアウトですが、１つのレコードが表示されています。
これは、表示方法を変えただけです。

3. [表示] メニューから [表形式] を選択します。
[表形式] の機能によって、線で分割された表に多数のレコードを
同時に表示できます。

4. [表示] メニューから [リスト形式] を選択して、「会員リスト」
レイアウトの元の表示に戻ります。
5.このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、データベースを開き、レコード間を移動して
レコードを参照し、レイアウトを切り替える方法を学びました。
また、フォーム形式、リスト形式、および表形式の違いについて
も学習しました。FileMaker Pro のブラウズモードの詳細について
は、『ユーザーズガイド』の第１章を参照してください。
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レコードの検索とソート
データベースは複数のレコードから構成されています。各顧客に
年次カタログを送付する場合など、データベース内にあるすべて
のレコードを使用する場面もあれば、特定の都市に居住する顧客、
または指定された範囲の日付に該当するレコードなど、データ
ベース内のレコードの一部（サブセット）を使用して作業を行う
場合もあります。
FileMaker Pro では、特定の条件に一致するレコードを抽出する
ことを、レコードの検索と呼びます。必要なレコードを検索し、
検索されたレコードの順序を並べ替えることもできます。これが
ソートです。レコードは、昇順または降順に並び替えることがで
きます。 

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 １つまたは複数のフィ―ルドに指定した検索条件と一致する
レコードを検索する

1 指定した範囲のデータと一致するレコードを検索する
1 ある条件のレコードを対象レコードから除外して検索する
1 レコードを昇順および降順にソートする

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

１つのフィールドの検索条件に基づく
レコードの検索
会員データベースで、大阪府に居住するすべての会員を検索し
ます。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル03.fp7」を開きます。
4. データベースはブラウズモードになっています。
最初のレコードは大阪府のメンバーです。

5. [都道府県] フィールドを右クリック（Windows）するか control
キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
6. 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。

この検索条件では、大阪府に住むメンバーが 11 人返されます。
これが対象レコードです。

ショートカットから
この項目を選択します。
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7.ブックアイコンまたはスライダをクリックして、各対象レコー
ドを表示します。

異なるフィールドの複数検索条件に基づく
レコードの検索

たとえば、大阪府に居住する新規メンバーのように、複数の条件
に一致するレコードを検索できます。

この検索方法は、一般的に論理式 AND での検索と呼ばれています。
FileMaker Pro で論理式 AND での検索を実行するには、検索モードで
適切なフィールドに直接検索条件をそれぞれ入力します。

大阪府に居住する新規会員を検索するには、次の操作を行い
ます。

1. [表示] メニューから [検索モード] を選択します。
検索モードを使用すると、より高度な検索を実行できます。検索
モードでは、表示されるレイアウトを使って検索条件を作成しま
す。条件のフィールドに検索条件を直接入力します。

2. [都道府県] フィールドで“大阪府”と入力します。
3. [会員タイプ] フィールドで [新規] ラジオボタンを選択します。 

対象レコードに含まれる
レコード数

データベースの合計レコード数

[会員タイプ] フィールドで、
[新規] ラジオボタンを選択します。
4. ステータスエリアの [検索] をクリックします。

指定した検索条件に基づいて、大阪府に居住する５名の新規会員
に対する５つの対象レコードが返されます。 

5. データベース内のすべてのレコードを検索するには、[レコー
ド] メニューから [全レコードを表示] を選択します。
注意 FileMaker Pro では、デフォルトでデータベース全体のレ
コードが検索されるため、検索を実行する前に [全レコードを
表示] を必ずしも選択する必要はありません。

同じフィールドの複数検索条件のどちら
かと一致するレコードの検索
たとえば、豊島区または中野区に居住するすべての会員を検索す
る場合など、１つのフィールドに指定した複数の条件に一致する
レコードを検索する場合があります。対象レコードは検索条件の
いずれかに一致するレコードになるため、この検索方法は一般的
に論理式 OR での検索と呼ばれています。 

FileMaker Pro で論理式 OR での検索を実行するには、複数の検索
条件を使用する必要があります。 

1 最初の検索指定フォームの該当するフィールドに最初の検索
条件を入力します。

検索ボタン
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1 ２つ目の検索指定フォームを作成し、同じフィールドに２番
目の検索条件を入力します。 

[検索] ボタンをクリックすると、入力した検索条件のどちらかに
一致するすべてのレコードが検索されます。

豊島区または中野区に居住するすべての会員を検索するには、
次の操作を行います。

1. [表示] メニューから [検索モード] を選択します。
2. [住所１] フィールドに、“豊島区”と入力します。
3. [検索条件] メニューから [新規検索条件] を選択します。
ステータスエリアに、検索条件数が２と表示されます。 

4. この２番目の検索条件の [住所１] フィールドで“中野区”と
入力します。
5. ステータスエリアの [検索] をクリックします。
指定した検索条件に基づいて、豊島区または中野区に居住する６
名の会員に対する６つの対象レコードが返されます。

同じフィールドの指定範囲と一致する
レコードの検索
たとえば、１か月の期間内に作成されたすべてのレコードや、500
から 1000 までの番号が付いたすべての請求書など、１つの
フィールドの指定範囲に一致するレコードを検索する場合が
あります。 

FileMaker Pro でこの検索方法を実行するには、検索条件で範囲を
指定する特定の記号を使用して、条件の下限と上限を指定します。

検索条件数
2004 年１月１日から６月 30 日までに会員費を支払った会員を
検索するには、次の操作を行います。

1. [表示] メニューから [検索モード] を選択します。
2. [入金日] フィールドに“2004/1/1”と入力します。
3. ステータスエリアで、記号ポップアップメニューの一覧から
[... 範囲] を選択するか、範囲の記号（...）を入力します。

[入金日] フィールドで、検索条件に「2004/1/1...」と表示されて
いることを確認します。 

4. 範囲の記号（...）の直後に“2004/6/30”と入力します。

5. [検索] ボタンをクリックします。
指定した検索条件に基づいて、2004 年の前半６か月間に会員費
を支払った 15 名の会員に対する 15 のレコードが返されます。

記号ポップアップ
メニュー



18 FileMaker Pro チュートリアル
検索条件の絞り込み
たとえば、ある年の２月以外に追加されたすべてのレコード、
または大阪府の中で大阪市以外に居住するすべての顧客など、
特定のレコードを除外して検索条件に一致するレコードを検索
する場合があります。この検索方法は、複数の検索条件を組み
合わせて使用し、特定のレコードを除外することによって実行
できます。

FileMaker Pro では、複数の検索条件が作成された順に処理される
ため、非常に限定的で階層化された検索の実行が可能です。検索
でレコードを除外しても、レコードがデータベースから削除され
ることはありません。

２月を除く、2004 年の前半６か月間に会員費を支払った会員の
レコードを検索するには、次の操作を行います。

1. [表示] メニューから [検索モード] を選択します。

2. [入金日] フィールドに“2004/1/1”と入力します。

3. ステータスエリアで、記号ポップアップメニューの一覧から
[... 範囲] を選択するか、範囲の記号を入力します。

4. 範囲の記号の後に“2004/6/30”と入力します。

5. [検索条件] メニューから [新規検索条件] を選択します。ス
テータスエリアで、これは 2 番目の検索条件であることが示
されます。

6. [入金日] フィールドに“2004/2/1”と入力します。

7. ステータスエリアで、記号ポップアップメニューの一覧から
[...範囲] を選択するか、範囲の記号を入力します。
8. [入金日] フィールドで、範囲の記号の後に“2004/2/29”と入
力します。

9. ステータスエリアの [除外] をクリックして選択します。 
10.[検索] ボタンをクリックします。 

指定した検索条件に基づいて、２月を除く、2004 年の前半６か
月間に会員費を支払った 12 名の会員に対する 12 のレコードが
返されます。

対象レコードのソート
作業に使用する対象レコードを取得した後で、そのレコードを
ソートできます。たとえば、レコードをアルファベット順に表示
したり、または新しい順にソートしたりできます。

会員の姓のふりがなに基づいて五十音順にレコードをソート
するには、次の操作を行います。

1. [レイアウト] ポップアップメニューから、[会員リスト] レイ
アウトを選択します。このレイアウトを使用すると、ソート結
果を確認しやすくなります。
2. [レコード] メニューから [レコードのソート...] を選択します。
3. ダイアログボックスの右側にある [ソート優先順位] にフィー
ルドが表示されている場合は、[全て消去] をクリックします。
4. 現在のテーブルの使用可能なフィールドの一覧で、[ふりがな
_姓] を選択し、[≫移動≫] をクリックします。 

[除外] チェックボックス
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ソート順を示す記号が、[ふりがな_姓] フィールド名の右側に
表示されています。この記号では、右に行くにしたがって棒が
長くなっています。このフィールドによってデータベースが
ソートされた場合、データは昇順（「あ」から「ん」）に表示され
ます。

5. [ソート] をクリックします。
これで、[会員リスト] 内の名前が姓のふりがなに基づいて五十音
順にソートされました。

6.このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、さまざまな条件に基づいてレコードを検索
したり、[除外] を使用して検索条件を絞り込んだりしました。
さらに、検索で抽出したレコードのソートを行いました。
FileMaker Pro でのレコードの検索およびソートの詳細について
は、『ユーザーズガイド』の第１章を参照してください。

ソート順のボタンは、
フィールドが選択さ
れている場合に有効
になります。
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レッスン 4 

データベースの作成とレコード入力
前のレッスンでは、すでにデータが入力されている簡単なデータ
ベースの活用方法について学びました。ここでは、独自のファイル
を作成してレコードを追加する方法を学習します。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 簡単なデータベースを作成する
1 フィールドを定義してさまざまな種類のデータを保持する
1 レコードを作成する
1 データを入力する
1 データを変更する
データベースの基本事項を習得していない場合は、このレッスン
に進む前に、このチュートリアルのレッスン１および２を学習す
る必要があります。

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

データベースの作成とフィールド定義

サンプルファイルでの確認

サンプルファイルは、作成するファイルのモデルです。サンプル
ファイルでフィールドがどのように定義されているか、そして
さまざまなデータを正しく管理するためのフィールドタイプを
確認します。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル04.fp7」を開きます。
4. [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。
5. [データベースの定義] ダイアログボックスで、[フィールド]
タブが選択されていない場合はクリックします。
6. テーブルポップアップメニューから [会員] を選択します。
「会員」テーブルのすべてのフィールドが表示されます。 

7. さまざまなタイプのフィールドがある点に注意してくださ
い。[姓] および [名] フィールドのタイプは [テキスト]、[入金額]
フィールドのタイプは [数字]、[入金日] フィールドのタイプは
[日付] となっています。
8. [OK] をクリックします。
9. 数字フィールドでは数字、日付フィールドでは日付のように、
各フィールドでは、そのデータに対応したフィールドタイプが
選択されていることに注意してください。
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フィールド定義について
[姓] または [都道府県] など、目的の情報の種類に対するフィールド
を作成します。データの検索、ソート、計算、および表示を正
しく実行するには、フィールドのタイプがテキスト、数字、日
付など、含まれているデータの種類と一致する必要があります。
たとえば、フィールドのタイプが数字のフィールドではテキスト
の値を検索することはできません。

その他のフィールドのタイプについては、他のレッスンで学び
ます。

データベースの作成
1. [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が表示された場合
は、[新規ファイルを作成する] を選択し、[OK] をクリックしま
す。このダイアログボックスが表示されない場合は、手順３に
進みます。

3.「練習用ファイル」フォルダに移動し、作成するファイルの
保存場所としてこのフォルダを選択します。

4. [ファイル名:]（Windows）または [別名で保存:]（Mac OS）に
“練習04”と入力します。

5. [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。
デフォルトで、ファイルと同じ名前のテーブルが作成されます。
この名前は、必要に応じて後で変更できます。

次に、情報を保存するフィールドを作成します。

6. 最初のフィールドを作成するには、[フィールド名:] ボックス
に“姓”と入力します。

7. フィールドのタイプは [テキスト] が選択されています。
8. [作成] をクリックします。
9. [フィールド名:] ボックスに“名”と入力します。
10.[作成] をクリックします。
11.[フィールド名:] ボックスに“入金額”と入力し、[タイプ:]
リストから [数字] を選択して [作成] をクリックします。
12.[フィールド名:] ボックスに“入金日”と入力し、[タイプ:]
リストから [日付] を選択して [作成] をクリックします。
13.[OK] をクリックします。
新しいレコードには何も入力されていない空白のフィールドが
表示されます。フィールドラベルによって、フィールド名が確認
できます。これで、ファイルにデータを入力する準備が整いま
した。

FileMaker Pro では、作業時に変更が自動的に保存されます。

フィールドのタイプを指定します。

フィールド
名を入力し
ます。

フィールド
ラベル

ここにデータを入力します。
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データベースへのデータ入力
会員データの入力を開始します。

最初のレコードへのデータ入力
1. フィールドボックスが表示されない場合は、Tab キーを押して
データ入力を開始します。 
2. [姓] フィールドに“竹中”と入力します。
3. 次のフィールドに移動するには、Tab キーを押します。
4. [名] フィールドに“歩”と入力します。
5. [入金額] に“10000”と入力します。 
通貨表示するための数字フィールドの設定方法については、次の
レッスンで学びます。

6. [入金日] に“2004/12/12”と入力します。
完成したレコードは次のようになります。

次のレコードの作成
1. [レコード] メニューから [新規レコード] を選択します。
2. 竹中歩のレコードと同様に、“斎藤一朗”が“10000”円を
“2004/1/1”に支払ったデータを入力します。
現在、データベースには２つのレコードが含まれています。ブック
アイコンをクリックして各レコードを表示します。
レコードのデータ変更

竹中歩が 10000 円でなく、15000 円支払っていることが判明した
と仮定します。このデータを簡単に修正することができます。

1. 竹中歩のレコードを表示します。
2. [入金額] の金額を選択します。

 

3.“15000”と正しい金額を入力します。
4. フィールドの外側にある空白の部分をクリックしてこの変更
を保存します。
5. このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、簡単なデータベースを作成して、フィールド
を定義し、レコードを追加および変更する方法を学びました。
詳細については、『ユーザーズガイド』の第１章および第２章を
参照してください。また、FileMaker Pro に含まれているデータ
ベーステンプレートファイルを使用または作成することもでき
ます。各種フィールドへのデータ入力、およびインポートを含む
さまざまな方法を使用したデータ入力の詳細については、この
チュートリアルのレッスン７、および『ユーザーズガイド』の
第１章と第４章を参照してください。
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レッスン 5 

表示方法のカスタマイズ
フィールドやテキストの配置変更、グラフィックの追加などに
よって、データをより効果的に表示することができます。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 レイアウトによって表示内容が異なることを学ぶ
1 フィールドの追加、サイズ変更、および移動を行う
1 数字フィールドの値を通貨として表示する
1 レイアウトにテキストを追加し、サイズや色を変更する
1 グラフィックを追加する
1 レイアウトをカスタマイズする方法の参照先を確認する

重要 ここのレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダ
をハードドライブにコピーするか、インストールされていること
を確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

レイアウトモードでの表示のカスタマイズ

サンプルレイアウトの表示
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル05.fp7」を開きます。
4. [データ入力] が選択されていない場合、レイアウトポップアッ
プメニューから選択します。 

レイアウトポップアップ
メニュー
このレイアウトは標準レイアウトと同様の構成で、フィールド
ラベルが左側、データが右側に表示されます。また、「会員」
テーブルにあるすべてのフィールドが「データ入力」レイアウト
で表示されます。

5. レイアウトポップアップメニューから [会員費情報] を選択し
ます。
6. これは同じテーブルの同じレコードですが、データの表示方
法が次の点で異なります。
1 [姓] と [名] が横に並んでいる

1 次の５つのフィールドのみが表示される 

1 [姓]、[名]、[住所１]、[住所２]、および [入金額]

1 [入金額] の金額の前に、通貨記号が付いている

これらの変更は、このレッスンの後半で「練習05」に対して行い
ます。
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7. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
レイアウトモードを使用して、データの表示をカスタマイズしま
す。データはファイル内に存在しますが、レイアウトモードでは
表示されません。代わりに、フィールドの名前が表示されます。

レイアウトとテーブルについて
各レイアウトは１つのテーブルに基づいており、そのテーブル
からレコードが表示されます。ファイルにテーブルが１つだけ
含まれている場合、ファイル内のすべてのレイアウトはその
テーブルに基づきます。ファイルに複数のテーブルが含まれて
いる場合は、使用するテーブルをレイアウト作成時に選択する
必要があります。この設定は、必要に応じて後で変更できます。

レイアウトの基礎としてどのテーブルを選択するかによって、
レイアウトで使用可能なフィールドやレコードが決まるため、
テーブルの選択は重要です。現在のテーブルに保存されていない
フィールドやレコードも使用できますが、リレーションシップから
アクセスする必要があります。リレーションシップの詳細につい
ては、レッスン 10「リレーショナルデータベースの設定」を参
照してください。

レイアウトのカスタマイズについて
レイアウトモードでレイアウトをデザインします。レイアウトに
は、フィールド、テキスト、グラフィックなどを組み合わせて表示
したり、フィールドやテキストのフォントや文字色を変更したり
できます。そして、数字または日付のフィールドの書式を変更す
ることも可能です。 

レイアウトモードで加えた変更は、データの表示にのみ影響しま
す。データ自体は、入力されたままの状態で保持されます。

ヒント 練習用ファイルでこれらの機能を操作するときに参照
できるように、サンプルファイルは開いたままにしておきます。

レイアウトのカスタマイズ

このレッスンの練習用ファイルでは、単純なレイアウトをサンプル
ファイルの「会員費情報」レイアウトのように変更します。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習05.fp7」を開きます。
4. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
5. レイアウトポップアップメニューから [会員費情報] を選択し
ます。
変更前のレイアウトが表示されます。以下のセクションでは、
このレイアウトをさまざまな方法で変更します。

フィールドのサイズ変更、移動、追加

フィールドの選択とサイズ変更
1. レイアウトモードで、[姓] フィールドをクリックして選択し
ます。
 

2. フィールドの右下の角にあるハンドルを左にドラッグして、
サイズを変更します。その際、入力される最も長い姓のデータも
表示されるように、ブラウズモードで確認しながら調節します。
3. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。
4. メッセージが表示された場合は、[保存] をクリックしてこの
レイアウトへの変更を保存します。
FileMaker Pro では、レイアウトの変更を自動的に保存するか、
またはレイアウトモードを終了する前に変更を保存するように
メッセージを表示することができます。レイアウトの変更を自動
的に保存するには、「このレイアウトへの変更を保存しますか？」
と尋ねるダイアログボックスの [レイアウトの変更を自動的に
（メッセージを表示せずに）保存する] チェックボックスを選択し
ます。

5. ブラウズモードで、レコード間を移動して各レコードを表示
します。

ハンドルをクリックしながらドラッグして、サイズを変更します。

クリックして選択します。
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一部の姓のデータがフィールド内に完全に表示されない場合は、
レイアウトモードに戻ってフィールドのサイズを変更します。

6.この手順を [名] に対しても繰り返します。

フィールドの移動
1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. [名] フィールド内をクリックして、[名] フィールドを [姓]
フィールドの横にドラッグします。
次のステップではフィールドの位置を揃えます。

3. Shift キーを押しながら [姓] フィールドをクリックし、追加選
択します。[姓] フィールドと [名] フィールドが両方選択されます。
 

4. [配置] メニューの [整列] サブメニューから [上辺] を選択します。
[名] フィールドが移動して、[姓] フィールドと上辺が並びます。

5. [姓] フィールドラベルを [姓] フィールドの上にドラッグし
ます。
6. [名] フィールドラベルを [名] フィールドの上にドラッグし
ます。
[整列] コマンドを使用してフィールドラベルを相互に整列して
みます。

7.[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択してこの操作の
結果を確認します。

フィールドの追加

テーブルに定義されているフィールドは、そのテーブルに基づく
どのレイアウトにおいても表示できます。このデータベースで
は、定義されている一部のフィールドがレイアウトに表示され
ていません。次に、表示されていないフィールドの１つを追加
します。
注意 他のテーブルからのフィールドをレイアウトに配置するこ
ともできます。この方法については、レッスン 10 で学習します。

1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. フィールドツールを使用して、フィールドをレイアウトに
ドラッグし、[姓] フィールドの下に配置します。 

 

3. [フィールド指定] ダイアログボックスで、[住所１] フィールド
を選択します。
4. [OK] をクリックします。
5. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択してフィールド
を表示します。
各レコードには住所１が表示されます。住所１のデータはすでに
入力されており、このフィールドで保持されています。

数字を通貨として表示

フィールドに数字を入力するだけで、通貨を追加して表示する
ことができます。

1. [ウインドウ] メニューから [サンプル05] を選択します。
2. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。
3.「会員費情報」レイアウトで [入金額] を参照すると、数字が通
貨として表示されています。
4. 数字をクリックして、フィールドに実際に入力されている
データを確認します。
書式設定により影響を受けるのはデータの表示方法のみです。
データ自体は変わりません。

フィールド
ツール

新規フィールドを
ドラッグします。
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5. [ウインドウ] メニューから [練習05] を選択します。
6. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
7. [入金額] フィールドを選択します。
8. [書式] メニューから [数字...] を選択します。
9. [数字書式] ダイアログボックスで、図のようにオプションを
選択します。 

 

10.[OK] をクリックします。
11.[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択して、書式設定
を行ったデータを表示します。

レイアウトパートへの色の追加
ファイル内の他のレイアウトの色と一致するように、レイアウト
の上部の色を変更します。

1. [ウインドウ] メニューから [サンプル05] を選択します。 
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択して、レイア
ウトの上部にあるヘッダを表示します。
これが、作成するヘッダのモデルになります。

3. まだ開いていない場合は、「練習05.fp7」を開きます。
4. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
5. レイアウトポップアップメニューから [会員費情報] を選択
します。
6. [ヘッダ] タブを選択して、レイアウトの該当パートをアクティ
ブにします。
Windows の場合、[ヘッダ] ラベルを選択すると、ラベルの色が
明るくなります。 

Mac OS の場合、[ヘッダ] ラベルを選択すると、ラベルの色が
暗くなります。

7. 塗りつぶし色パレットを選択します。

8. 塗りつぶし色パレットから [その他の色...] を選択します。
ヘッダパートにはカスタム色を使用します。

9. Mac OS の場合、[カラーつまみ] アイコン  を選択して、[

カラー ] ダイアログボックスのポップアップメニューから [RGB

つまみ] を選択します（Windows ユーザはこの手順を無視してく
ださい）。

10.[色の設定] ダイアログボックス（Windows）または [カラー ]
（Mac OS）ダイアログボックスに、次の値を入力します。 

塗りつぶし色
パレット
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11.次のいずれかの操作を行います。
1 Windows の場合、[色の追加] をクリックしてから [OK] をク
リックします。

1 Mac OS の場合、[OK] をクリックします。 

これで、ヘッダに色が適用されました。

レイアウトへのカスタムテキストの追加
レイアウトの上部に会社名を追加して、会社名のテキストに書式
を設定します。

テキストの追加
1. [ウインドウ] メニューから [サンプル05] を選択します。 
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択して、レイア
ウトの上部にあるヘッダを表示します。
これが、作成するヘッダのモデルになります。

3. まだ開いていない場合は、「練習05.fp7」を開きます。
4. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
5. テキストツールを選択します。 

色 値

赤 170

緑 191

青 170
 

6. レイアウトの上部でテキストを配置する場所をクリックし
ます。
7.“The Corporate Travelers Club”と入力します。
8. 選択ツール   をクリックして、テキストの入力を終了し
ます。

テキストのサイズと文字色の変更
1.「The Corporate Travelers Club」のテキストをクリックして、そ
のテキストブロックを選択します。
 

2. [書式] メニューから [文字...] を選択します。
3. [フォント:] の一覧から [Times New Roman] を選択します。
4. [サイズ:] の一覧から [その他...] を選択し、“28”と入力します。
5. [文字色:] には、白または別の色を選択します。
6. [OK] をクリックします。

テキスト
ツール
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レイアウトへのグラフィックの追加

クラブ名の横にロゴを追加します。

1. [ウインドウ] メニューから [サンプル05] を選択します。
2.「会員費情報」レイアウトで、[表示] メニューから [レイアウト
モード] を選択し、レイアウトでロゴが配置されている場所を
確認します。
3. まだ開いていない場合は、「練習05.fp7」を開きます。
4. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
5.「The Corporate Travelers Club」のテキストの横で、クラブの
ロゴを配置する場所をクリックします。 
この段階では、まだ画面に変更はありません。

6. [挿入] メニューから [ピクチャ ...] を選択します。
7.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
8. [ファイルの種類:]（Windows）または [ファイルタイプ:]（Mac
OS）ですべてのファイルが表示されていることを確認し、
[logo.gif] を選択します。
9. [開く] をクリックします。
10.必要に応じて、ロゴをドラッグして移動します。
11.[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択して、完成した
レイアウトを表示します。
12.このレッスンを終了するには、 [ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、グラフィックの挿入、カスタムテキストの
追加、フィールドの書式設定、およびレイアウト上のオブジェクト
の自由な配置に関する操作を行い、データをより効果的に表示
する方法を学びました。 

フィールドおよびレイアウトの表示をカスタマイズする方法は、
ここで学習した方法の他にも多数あります。 

たとえば、レイアウトを作成した後で次の作業を実行できます。 
1 オブジェクトに浮き出し、またはパターンなどの効果を追加
する

1 線や枠を描いて情報を強調または分割する
1 スクロールバーを個々のフィールドに追加する
1 背景またはフィールドの色を変更する
新規レイアウトを作成する場合、レイアウトスタイルを使用して
色やスタイルを適用できます。

このような効果的な表示方法の詳細については、FileMaker Pro
ヘルプを参照してください。FileMaker Pro に付属するデータベー
ステンプレートにも、レイアウトを効果的に表示する方法が示さ
れています。テンプレートの使用方法の詳細については、『Starter
Solutions のカスタマイズ』を参照してください。このファイル
は、「日本語エキストラ」フォルダ内の「マニュアル(PDF)」
フォルダにあります。
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表レイアウト、ラベルレイアウト、手紙テンプレートの作成
レイアウトを手軽に作成して、さまざまな方法で情報を表示および
印刷することができます。

このレッスンで作成する内容は次のとおりです。

1 レコードをリスト形式で表示する表レイアウト
1 ラベルレイアウト
1 手紙のテンプレート
重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

表レイアウトの作成
表レイアウトでは、多くのレコードが同時に表示されます。各行は
１レコードに相当します。各列には、姓や電話番号など、データ
の１種類が含まれます。 

表レイアウトのサンプルファイルでの表示確認

必要な情報のみを表示するレコード一覧を作成できます。
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル06.fp7」を開きます。
4. レイアウトポップアップメニューから [会員リスト] レイアウ
トを選択します。 

レイアウトポップ
アップメニュー
一部のフィールドを表示する表レイアウトが表示されます。

5. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択して、今参照
した表レイアウトがどのように作られているかレイアウトを
確認します。
レイアウト上の各フィールドは１つずつしか表示されていませ
んが、ブラウズでは複数のレコードがリストで表示されます。

表レイアウトの作成
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習06.fp7」を開きます。
4. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
5. [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。
6. [レイアウト名:] に、“会員リスト”と入力します。
7. 新しいレイアウトタイプとして [表レイアウト/レポート] を
選択し、[次へ] をクリックします。
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8. [レポートレイアウトの選択] で [表レイアウト/レポート] が
選択されているのを確認し、[次へ] をクリックします。
9. 次の各フィールドを配置する順にダブルクリックします。
1 姓
1 名
1 会社名
1 会員タイプ
これらのフィールドを [レイアウトに配置するフィールド] の
一覧に移動します。 

10.[次へ] をクリックします。
11.もう一度 [次へ] をクリックして、デフォルトのソート優先順
位をそのまま使用します。
12.[レイアウトスタイル] の一覧から [標準] を選択して、[次へ]
をクリックします。
13.次の２つのパネルでは、デフォルト設定をそのまま使用しま
すので、何も設定せずに [次へ] をクリックします。
14.[完了] をクリックします。
左から順に [姓]、[名]、[会社名]、[会員タイプ] が「会員リスト」
レイアウトに表示されます。完成したレイアウトはプレビュー
モードで表示されます。このモードでは、各項目が印刷した場合
と同じ状態で表示されます。 

ラベルレイアウトの作成

ラベルレイアウトのサンプルでの表示確認
1. [ウインドウ] メニューから [サンプル06] を選択します。
2. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。
3. レイアウトポップアップメニューから [ラベル] レイアウトを
選択します。
現在のレコードに対するラベルレイアウトが表示されます。

4. [表示] メニューから [プレビューモード] を選択します。
ラベルレイアウトのページがどのように印刷されるかを画面上
で確認できます。 

5. すべてのレコードに同じ行数のテキストが含まれているとは
限りません。
ほとんどのレコードは４行で表示されていますが、住所が長い
場合には、５行のものもあります。また、住所が短いレコード
では、自動的に住所と名前の間を詰めて３行で表示されます。

6. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
ラベルレイアウトに表示されるフィールド名が表示されます。 

 

マージフィールド
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ラベルレイアウトについて
ラベルレイアウトでは、マージフィールドが使用されます。マージ
フィールドは、フィールド内のデータに合わせて拡張または縮小
します。フィールドが空の場合（データが何も入力されていない
場合）は、その部分を削除します。マージフィールドは、表示
および印刷時のためのもので、データ入力には使用できません。

ラベルレイアウトの作成

このセクションでは、新規レイアウト/レポートアシスタントを
使用して次の作業を行います。

1 ラベルレイアウトを作成する
1 フィールドを選択してラベルに含める

ラベルを作成する

1. [ウインドウ] メニューから [練習06] を選択します。
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
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。
4. [レイアウト名:] に、“ラベル”と入力します。
5. 新しいレイアウトタイプとして [ラベル] を選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [標準ラベル:] から[A-one 28315] を選択します。
8. [次へ] をクリックします。
これでラベルの内容を指定する準備が整いました。

ラベルレイアウトに表示するフィールドを選択する

1. [使用できるフィールド] の一覧から [郵便番号] をダブルク
リックします。
[郵便番号] が [内容] エリアに移動します。入力可能な位置でカー
ソルが点滅します。
 

2. [郵便番号] の後で Enter キー（Windows） または return キー
（Mac OS） を押します。
3. 一覧内の [都道府県] をダブルクリックします。
4. [都道府県] の後で Enterキー（Windows）または return キー
（Mac OS）を押します。
これによってカーソルが次の行に移動します。

5. 一覧内の [住所１] をダブルクリックし、Enter キー（Windows）
または return キー（Mac OS）を押します。
6. 一覧内の [住所２] をダブルクリックし、Enter キー（Windows）
または return キー（Mac OS）を押します。
7. 一覧内の [姓] をダブルクリックします。
8. 一覧内の [名] をダブルクリックします。
9. [名] の後に“様”を入力します。
これでマージフィールドが設定されました。ラベルの内容は次の
ように表示されます。
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10.[次へ] をクリックします。
11.[レイアウトモードで表示] をクリックします。
12.[完了] をクリックします。
13.ラベルレイアウトを確認後、[表示] メニューから [プレビュー
モード] を選択します。
ラベルはサンプルファイルのラベルと同じように表示されるは
ずです。

手紙のテンプレートの作成

手紙のサンプルでの表示確認
1. [ウインドウ] メニューから [サンプル06] を選択します。
2. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択します。
3. レイアウトポップアップメニューから [お礼状] を選択しま
す。
4. レコードを切り替え、手紙を参照します。全体が表示されて
いない場合、下へスクロールして全体を確認します。
5. 各レコードの左上にある宛名に注意してください。 
6. また、手紙の文章は、後半の「今後、いろいろな機会で」の
後に表示されている会社名以外は、各レコードで同じであるこ
とに注意してください。会社名の長さに関わらず、文章はその
前後に配置されます。
データベース内のすべてのレコードに対してこの手紙がいつ
でも印刷できます。

手紙テンプレートのレイアウトについて

この手紙はテキスト、マージフィールド、およびグラフィックで
作られているシンプルなレイアウトです。

1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. テキストの任意の箇所をクリックします。 
テキストブロック全体の四隅にはハンドルが表示されます。テキ
ストはすべて１つのテキストブロック内に配置されています。

3. 手紙の本文において [会社名] はマージフィールドになってい
ます。 
宛名にもマージフィールドが使用されています。

手紙のテンプレートの作成

この手紙を作成する手順は次のとおりです。

1 空白のレイアウトを作成する
1 文章を含むテキストブロックを作成する
1 宛名（住所、会社名） などのマージフィールドを追加する
1 文章を入力する
1 本文中に会社名のマージフィールドを挿入する

１ページの空白レイアウトを作成する

1. [ウインドウ] メニューから [練習06] を選択します。
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
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。
4. [レイアウト名:] として、“お礼状”と入力します。
5. 新しいレイアウトタイプとして [空白レイアウト] を選択し
ます。
6. [完了] をクリックします。
7. レイアウト上で [ヘッダ] と表示されているヘッダパートの
ラベルをクリックし、Backspace キー（Windows）または delete
キー（Mac OS）を押します。
8. [フッタ] パートのラベルをクリックし、Backspace キー
（Windows）または delete キー（Mac OS）を押します。
この手紙にはヘッダとフッタは不要です。

9. [ボディ ] パートのラベルを約 29 から 30 センチまで下にド
ラッグします。
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マウスボタンを離すと、ページの境界線が表示されます。ページ
の境界線が表示されていない場合、[ボディ] パートのラベルをも
う少し下げます。 

10.[ボディ ] パートのラベルをページの境界線より少し上にド
ラッグします。 
ページの境界線が表示されなくなります。[ボディ] パートのラベ
ルをページの境界線の上にドラッグすると、定型書簡は１ページ
に制限されます。

11.画面下部にあるスクロールバーを使用して数センチ右側に
スクロールします。
右側には縦方向に太い点線が表示されます。これは、ページの
右側の境界線です。手紙の内容は境界線の内側に配置します。

12.一番左側までスクロールして元に戻します。
13. レイアウトの最上部までスクロールします。

テキストブロックを作成する

テキストブロックはすべての側面からある程度の余白を取った
中央の部分に作成します。

1. テキストツール  をクリックします。 
2. レイアウトの左上（上から約７センチ、左から約３センチ）の
位置から右下の角（境界線で確認）より約３センチ離れた位置
までドラッグして長方形を描きます。 
マウスボタンを離すと、テキストボックスの左上でカーソルが
点滅します。このボックス内に文字を入力します。 

[ボディ ] パートのラベル ページの境界線
 

宛名を追加する

1. [挿入] メニューから ［マージフィールド...] を選択します。
2. [フィールド指定] の一覧から [郵便番号] を選択し、[OK] を
クリックします。
3. 改行して次の行へ移動します。
Windows の場合 : キーボードの Shift キーの上にある Enter キー
を押します。

Mac OS の場合 : return キーを押します。

4. [挿入] メニューから ［マージフィールド...] を選択します。
5. 一覧から [都道府県] を選択し、[OK] をクリックします。
6. [挿入] メニューから [マージフィールド...] を選択して、[住所１]
をダブルクリックします。<<都道府県>> の右に <<住所１>> が
表示されます。
7. 改行を行い、[会社名] マージフィールドを選択後改行して、
[姓] と [名] のマージフィールドを追加します。<<名>> の後に
“様”を入力します。
ご自身の手紙を作成するときには、役職名フィールドなどを使用
して、さらに工夫した独自の手紙を作成できます。

テキストツールが
選択されています。
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差出人を入力する

1. Enter キー（Windows）または return キー（Mac OS）を２回
押して、空白行を２行追加し、「The Corporate Travelers Club」
と入力します。
2. 改行して“代表取締役社長”と入力し、再度改行して“細川
隆二”と入力します。

文章を入力する

1. 差出人の名前の下に空白行を２行作成し、[書式] メニューの
[テキスト配置] サブメニューから [左揃え] を選択します。
2.“会員各位、”と入力します。
3. 空白行を２行入力します
4. 次の文章を入力します。「この度は、」と「弊社は、」の前には
全角スペースを入力します。そして、２つの段落の間には、１行
の空白行があります。
“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

英単語のつづりを間違えると、その下に赤い点線が表示されま
す。このファイルで特殊下線を解除するには、[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。[ファイルオ
プション] ダイアログボックスで、[英文スペルチェック] タブを
クリックし、[間違ったスペルを特殊な下線で示す] の選択を解除
します。
会社名を本文に挿入する

1. 入力した文章の「今後、いろいろな機会で」の後をクリックし
ます。
2. [会社名] のマージフィールドを挿入します。
3. [会社名] マージフィールドの後に“の”を入力します。レイ
アウトはサンプルファイル内の手紙のようになります。
4. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択して手紙を確認
します。
サンプルファイル内の手紙のように表示されます。見出しやロゴ
を追加する方法については、レッスン５を参照してください。

5.  このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、表レイアウト、ラベルレイアウト、および
手紙のテンプレートのレイアウトを作成しました。必要な数の
レイアウト作成が可能で、任意の方法で情報を整理できます。
他のレイアウトの作成方法については、このチュートリアルのレッ
スン９および『ユーザーズガイド』の第２章を参照してください。

単語のスペルミスに
下線を表示しないように
するには、このチェック
ボックスをオフにします。



レッスン 7 

データ入力の効率化
値一覧、計算フィールド、およびデータの自動入力を使用する
ことによって、FileMaker Pro へのデータの入力を効率よく行い、
データ処理の精度を高めることができます。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 データ入力に対する値一覧の効用を理解する
1 計算式を作成し、実際に機能するかどうかを確認する
1 フィールドの自動入力オプションを使用して自動的にデータ
を入力する

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

値一覧を利用したデータ入力
値一覧は、頻繁に入力される値をポップアップリスト（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を使って入力できるように設定することが
できます。値一覧内の値は、自分で定義することも、特定のフィー
ルドの値を使用することもできます。こうした方法は、頻繁に
使用される値をデータベースに入力する上で、時間の短縮と正確
な入力データを確保できる有効的な手段です。

値一覧のサンプルでの表示確認
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル07.fp7」を開きます。
4. [データ入力] が選択されていない場合、レイアウトポップアッ
プメニューから選択します。
5. 現在のレコードの [会員タイプ] フィールドを見つけます。 
[会員タイプ] フィールドの位置には、[新規] と [継続] の２つの
ラジオボタンが表示されています。これらのボタンは値一覧で
設定した [会員タイプ] の２つの項目です。

6.いずれかのボタンをクリックして、該当する値をフィールドに
入力します。

値一覧の定義
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習07.fp7」を開きます。
4. [データ入力] が選択されていない場合、レイアウトポップアッ
プメニューから選択します。
5. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [値一覧...] を
選択します。
6. [作成...]（Windows）または [新規...]（Mac OS）をクリックし
ます。
7. 新規の値一覧名として“会員タイプ”と入力します。

ラジオボタンとして表示されている、あらかじめ定義された値を
含む値一覧
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8. [カスタム値を使用] ボックス内をクリックし、この一覧の値
である“新規”を入力して改行し、“継続”を入力します。 

9. [OK] をクリックして、[値一覧の編集] ダイアログボックスを
閉じます。
10.[OK] をクリックして終了します。

値一覧をラジオボタンとして表示する設定方法
1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. [会員タイプ] フィールドを選択します。

3. [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。
4. [表示形式:] で、[ラジオボタンセット] を選択します。
5. [次の値一覧の値を表示:] で、[会員タイプ] を選択します。 
6. [OK] をクリックします。レイアウトモードでラジオボタンが
表示されるようになります。 

7. ブラウズモードで値一覧のボタンをクリックして、正しく機
能するかどうかを確認します。

計算フィールドの作成
たとえば、支払い金額の計算や消費税の計算を行う場合は、計算
フィールドを使用します。計算フィールドは、FileMaker Pro の
フィールドタイプの１つです。FileMaker Pro では、簡単な計算
から複雑な計算まで行えます。

[ラジオボタンセット] を選択します。

[会員タイプ] 値一覧を
選択します。

ラジオボタンの書式で表示された 
[会員タイプ] フィールド
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計算式では、現在のレコードまたは関連レコードからの値が使用
され、式にはすべてのフィールドタイプの値を使用できます。
計算結果として返すことができる値には、テキストの値（姓の
フィールドと名のフィールドの内容を氏名のフィールドに結合
するなど）、日付、時刻、タイムスタンプ、およびオブジェクト
フィールドの内容があります。

計算によるデータ入力の高速化
The Corporate Travelers の会員は年会費を支払っています。新規
会員は 20000 円、継続会員は 10000 円を支払います。

次の手順は、計算の設定方法を示しています。計算により、会員
のタイプに基づいた会員費が返されます。

1. [ウインドウ] メニューから [サンプル07] を選択します。
2. [データ入力] が選択されていない場合、レイアウトポップアッ
プメニューから選択します。
3. [レコード] メニューから [新規レコード] を選択して、新しい
レコードを作成します。[会員費] フィールドにデータがないこと
を確認します。
4. [会員タイプ] フィールドで [新規] をクリックします。すると、
[会員費] フィールドに「20000」が表示されます。
[会員費] フィールドは計算フィールドです。

5. [会員タイプ] フィールドで [継続] をクリックします。[会員費]
フィールドの値は、「10000」に変更されます。
6. [レコード] メニューから [レコード削除...] を選択して、この
レコードを削除します。
このレコード削除の作業は、このレッスンの後半に向けて準備
するためです。

7.確認のダイアログボックスで [削除] をクリックします。
計算フィールドの作成

計算式を作成するにはいくつかの異なる方法がありますが、いず
れの方法でも正しい結果を得ることができます。次の方法では If
論理式を使用します。[会員タイプ] フィールドに入力された値が
[継続] だったならば、条件を評価して、２つの結果のうち１つが
返されます。 

1. [ウインドウ] メニューから [練習07] を選択します。
2. [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]
タブが選択されていない場合はクリックします。
4. [フィールド名:] に“会員費”と入力します。
5. [タイプ:] から [計算] を選択して、このフィールドを計算
フィールドにします。 

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. [計算式の指定] ダイアログボックスの右上にある関数（あら
かじめ特定の計算を行うことを定義した計算式で、ただ一つの値
を返します）の一覧をスクロールして、[If ( 条件式 ; 結果１ ; 結
果２ )] を見つけます。この式をダブルクリックすると、式がダイ
アログボックス内に表示されます。

[計算] を選択します。
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この計算式は３つの部分に分かれています。条件式があり、その
式の評価が真ならば 「結果１」 が返され、偽の場合には 「結果
2」 が返されます。[条件式]、[結果１]、および [結果２] の文字列
を、実際に行う計算の要素で置き換えます。 

8. [条件式] の文字列は「会員タイプ = " 継続 "」に置き換えます。
「条件式」を選択して、ダイアログボックスの左上のフィールド
一覧から [会員タイプ] をダブルクリックします。次に [演算子:]
にある [=] をダブルクリックします。フィールド一覧と演算子の
間にあるボタンの中から [""] をクリックします。「"」と「"」の
間でカーソルが点滅しますので、そこに“継続”と入力します。
9. [結果１] を選択し、“10000”と入力します。
10.[結果２] を選択し、“20000”と入力します。
11.[計算結果:] が [数字] に設定されていることを確認します。 

フィールドの一覧 関数の一覧

この３か所を実際の要素で置き換えます。

計算結果のデータのタイプ
を確認します。
12.[OK] をクリックします。
エラーメッセージが表示された場合は、計算式の内容、特にコンマ
などが上の式と同じかどうか確認します。

13.[OK] をクリックして、[データベースの定義] ダイアログボッ
クスを閉じます。 
[会員費] フィールドがレイアウトの下部に表示されます。画面の
大きさによっては、下へスクロールして表示する必要がある場合
もあります。

計算式が完成しました。[会員タイプ] フィールドにデータを入力
すると、条件式の条件である「継続」という文字列と入力された
データが FileMaker Pro によって比較されます。この文字列とデー
タが一致すると条件式は真になり、計算式によって最初の結果で
ある「10000」が返されます。条件式と文字列が一致しない場合、
条件式は偽になり、２番目の結果が返されます。

計算式の確認テスト方法
計算が機能するかどうか確認するには、[会員タイプ] フィールド
の値を「継続」に変更し、[会員費] フィールドの結果が会員タ
イプの変更に伴って変化することを確認します。

完成した計算式
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シリアル番号の自動入力
FileMaker Pro では、新規レコードを作成すると、増加していく数
のような特定タイプのデータが自動的に入力されます。

シリアル番号のサンプルの確認
1. [ウインドウ] メニューから [サンプル07] を選択します。
2. データベースの最後のレコードに移動して表示します。
3. [会員番号] フィールドを確認し、このレコードの現在の番号
を控えておきます。
4. [レコード] メニューから [新規レコード] を選択して、新しい
レコードを作成します。
新しいレコードの [会員番号] フィールドの値が１つ増加します。

注意 レッスン７を最初から操作してきた場合、「サンプル07.fp7」
データベースのレコード数は 31 ですが、「会員番号」は 32 になっ
ています。FileMaker Pro では、前にあったレコード（この場合は
会員番号 31 のレコード）が削除されたとしてもシリアル番号は
その後から増加していきます。 

シリアル番号フィールドの作成
1. [ウインドウ] メニューから [練習07] を選択します。
2. [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]
タブが選択されていない場合はクリックします。
4. [フィールド名:] に、“会員番号”と入力します。
5. フィールドタイプとして [数字] を選択します。
6. [作成] をクリックします。
7. [オプション...] をクリックします。 
8. [入力値の自動化] タブで [シリアル番号] を選択します。[作成:]
の設定と [次の値:] および [増分:] の値は、ここでは変更する必要は
ありません。 
9. [OK] をクリックします。もう一度 [OK] をクリックしてダイ
アログボックスを閉じます。
新しいフィールドがレイアウトの下部に表示されます。表示され
ていない場合、下へスクロールして表示します。

10.[レコード] メニューから [新規レコード] を選択して、設定し
たフィールド入力オプションが正しく機能するかどうかを確認
します。新しいレコードを作成するたびに [会員番号] フィールド
の値は１ずつ増加します。
新規フィールドの配置を変更する方法については、レッスン５を
参照してください。

11.このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
ここでは、値一覧、計算フィールド、およびシリアル番号の自動
入力についての定義と設定を実行して、データ入力を効率よく行
う方法を習得しました。計算フィールド、フィールドに対する入
力値の自動化オプション、および値一覧の定義と書式設定の詳細
については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

[シリアル番号] 
を選択します。
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レッスン 8 

ボタンとスクリプトによる処理の自動化
FileMaker Pro では、データベースの多数の処理をボタンとスク
リプトによって自動化できます。このパワフルな機能によって、
１回のクリックで一連の操作を実行することが可能になり、多く
の作業時間を節約できます。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 新しく作成したボタンを使用して実行する
1 新しく作成した簡潔なスクリプトを使用して複数の処理を
実行する

1 ボタンを使用してスクリプトを実行する

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

ボタンを使用した処理の実行

ボタンのサンプルでの動作確認

ボタンはレイアウト上のオブジェクトであり、クリックすること
により多くの FileMaker Pro のコマンドを実行できます。ボタン
を使用してデータベースのレイアウトを切り替えることもでき
ます。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル08.fp7」を開きます。
4.「データ入力」レイアウトの右上にある [会員リスト] ボタンの
位置を確認します。
5. ボタンをクリックします。レイアウトポップアップアップ
メニューに示されているように、「会員リスト」レイアウトが
表示されます。

ボタンの作成
1.「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習08.fp7」を開きます。
4. [データ入力] が選択されていない場合、レイアウトポップアッ
プメニューから選択します。
5. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択してレイアウト
モードに切り替えます。
6. 左のステータスエリアにあるボタンツール  をクリック
します。
7. レイアウトの右上にボタンを描きます。 

8. [ボタン設定] ダイアログボックスで、一覧から [レイアウト切
り替え] コマンドを選択します。
9. [オプション] 領域の [指定:] で [会員リスト] レイアウトを選択
します。
10.ボタンのスタイルに対して、[角丸長方形ボタン] を選択します。

ここにボタンを配置します。
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11.[OK] をクリックします。
12.ボタンの中央でカーソルが点滅しています。“会員リスト”と
入力してボタンに名前を付けます。
13.ボタンの外側をクリックします。
ボタンを移動する必要がある場合は、他のレイアウト項目と同様
に選択して必要な位置にドラッグします。 

ボタンの動作を確認するには、ブラウズモードに移動してクリック
します。ボタンをクリックすると、「会員リスト」レイアウトに
移動します。

スクリプトを使用した連続自動実行
前の例からもわかるように、ボタンを使用して１つのコマンドを
実行できます。FileMaker Pro で複数のコマンドを連続して使用
するには、スクリプトを使用します。

サンプルでのスクリプトの動作確認
1. [ウインドウ] メニューから [サンプル08] を選択します。
2. [スクリプト] メニューから [ラベルレイアウトのプレビュー ]
を選択します。
ラベルレイアウトがプレビューモードで表示されます。このスクリ
プトによって、印刷前にラベルをプレビューモードで確認できます。

[会員リスト] 
レイアウトを
指定します。

[角丸長方形
ボタン] を
選択します。
スクリプトについて
スクリプトを使用することによって、FileMaker Pro の複数のコマ
ンドで構成される一連の操作を実行できます。そしてボタンの
ように、FileMaker Pro のほとんどのメニューのコマンドを自動的
に実行することが可能な上に、FileMaker Pro のメニュー項目には
ないコマンドを実行することもできます。１つの作業を実行する
簡単なスクリプトから、プログラミング的な技法（条件分岐や
ループなど）に実行中のユーザのフィードバックや制御などの要
素を組み合わせるような複雑なスクリプトまで、パワフルでダイ
ナミックな一連の指示を作成することができます。

ラベルレイアウトのプレビューモードに切り替える
スクリプト
1. [ウインドウ] メニューから [練習08] を選択します。
2. [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択します。
3. [作成...]（Windows）または [新規...] をクリックします。
4. [スクリプト名:] テキストボックスに、“ラベルレイアウトの
プレビュー”と入力します。
5. [レイアウト切り替え] スクリプトステップを選択し、[移動]
ボタンをクリックします。スクリプトステップをダブルクリック
して移動することもできます。
6. [スクリプトステップオプション] の [指定:] リストから [ラベ
ル] レイアウトを選択します。 

スクリプトステップ
の移動先のレイアウ
トを指定します。
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7. 左側の一覧を少し下にスクロールして [プレビューモードに
切り替え] スクリプトステップを選択し、現在作成しているスク
リプトに追加します。 

8. [OK] をクリックします。もう一度 [OK] をクリックしてダイ
アログボックスを閉じます。
9. 作成したスクリプトを実行するには、[スクリプト] メニューか
ら [ラベルレイアウトのプレビュー ] を選択します。[ラベル] レイ
アウトが表示され、プレビューモードに切り替えられます。 

ボタンへのスクリプトの割り当て
一般的にはボタンの方が便利ですが、スクリプトは、複数のメ
ニューコマンドを１つの実行操作にまとめることができる強力
な機能です。スクリプトの実行にボタンを使用することができれ
ば、最も優れた機能となります。

完成した
スクリプト
作成したスクリプトをボタンに割り当てるには、次の操作を実行
します。

1.「練習08.fp7」で、レイアウトポップアップメニューから [デー
タ入力] を選択します。
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
3. このレッスンで前に作成したボタンをダブルクリックします。
4. [ボタン設定] ダイアログボックスで、左側の一覧の上部にあ
る [スクリプト実行] を選択します。
[オプション] 領域で、[現在のスクリプト:] から [指定...] をクリック
します。スクリプトの一覧から [ラベルレイアウトのプレビュー ]
を選択し、[OK] をクリックします。デフォルトで設定されている
その他のボタン設定はそのままにして、[OK] をクリックします。

このスクリプトが作成されていない場合は、44 ページの「ラベル
レイアウトのプレビューモードに切り替えるスクリプト」で説明
されている手順に従います。 

5. [OK] をクリックしてこのボタンを保存します。
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ボタンの名前を変更する

1. テキストツール  をクリックします。
2. ボタンをクリックします。ボタン内にカーソルが表示され
ます。
3.“ラベルレイアウトのプレビュー”と入力してこのボタンの名前
を変更します。名前の変更後、必要に応じてサイズも変更します。

ボタンをテストする

1. ブラウズモードで、ボタンをクリックしてテストします。
このボタンをクリックすると、スクリプトが実行されます。「ラ
ベル」レイアウトが表示され、プレビューモードに切り替わり
ます。

2. このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、ボタンおよびスクリプトを作成し、それらの
２つの機能を同時に使用しました。ボタンおよびスクリプトの作
成の詳細については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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レポートの作成と実行
データベースからデータを取得して整理する操作は、レポート
作成と呼ばれます。表レイアウト/レポートでは、データは表レ
イアウトでリスト表示されます（データは小さなグループには分
割されません）。集計レポートとも呼ばれる小計レポートでは、
１つまたは複数の指定したフィールドによって情報が分割され、
情報を階層的にグループ化することができます。この分割して
まとめられた情報から、小計、平均、またはカウントを求める
ことができます。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 集計レポートを作成する
1 総計を含む集計レポートを作成する
1 レポートを PDF ファイルとして保存し、電子メールの添付
ファイルとして送信する

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

集計レポートの作成

レポートのサンプルでの表示確認

この例では会員のタイプによって会員をグループに分けるレ
ポートが示されます。レポートを表示する操作はスクリプトとし
てすでに保存されています。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル09.fp7」を開きます。
4. [スクリプト] メニューから [会員タイプ別レポート] を選択し
て会員のタイプ別のレポートを作成します。
5. 表示されたレポートを確認します。 
最初に、ここではプレビューモードが選択されていることを確認
します。画面で集計データを参照するには、プレビューモードで
表示する必要があります。次に会員タイプによって会員がグループ
分けされ、それぞれのグループ内が姓のふりがなによって五十音
順に並べられているかを確認します。

このレポートでは、
区分けフィールドで
ある [会員タイプ] 
フィールドによって
データがグループ分
けされます。
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6.ステータスエリアの [続行] ボタンをクリックしてスクリプト
を終了すると、自動的に [データ入力] レイアウトに戻ります。

小計レポートについて
集計レポートでは、適切なレポートを作成するために、多くの
要素が必要となります。

小計レポートには次の項目が含まれます。

1 レポートレイアウトの小計パート。グループに分けたそれぞれ
の小計値を表示します。新規レイアウト/レポートアシスタントに
よって、作成できます。

1 レコードをグループに分けるときの基準となる１つまたは
複数のフィールド。これらのフィールドは区分けフィールドと
呼ばれます。

1 レコードのソート。区分けフィールドを基準にソートします。
レポートレイアウトに小計パートを表示する順でソートを実行
します。

小計レポートの作成

会員タイプ別レポートを作成するには、次の操作を行います。

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開き
ます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習09.fp7」を開きます。
4. 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...] を選択します。
5. [レイアウト名:] に“会員タイプ別レポート”と入力します。
6. 新しいレイアウトタイプとして [表レイアウト/レポート] を
選択し、[次へ] をクリックします。
7. [集計レポート] を選択し、[次へ] をクリックします。

このレポートで使用するフィールドを選択する

1. このレポートで最初に使用されるフィールドとして、[ 使用
できるフィールド] から [会員タイプ] ダブルクリックし、 [レイ
アウトに配置するフィールド] の一覧に移動します。
2. [姓] フィールドを選択して移動します。
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3. [名] フィールドを選択して移動します。[ふりがな_姓] フィー
ルドを選択して移動します。

4. [次へ] をクリックします。
5. [会員タイプ] フィールドを [区分けフィールド] の一覧へ移動
し、会員タイプによってレコードを整理します。 

このフィールドのデータを使用してレポート内のレコードを
グループに分けるため、[会員タイプ] は区分けフィールドと呼
ばれます。
6. [次へ] をクリックします。
7. [ふりがな_姓] のフィールドを [ソート優先順位] 一覧へ移動
します。 
これによって、会員タイプの各グループ内のレコードは会員の姓
のふりがなに基づいて五十音順にソートされます。区分け
フィールドである会員タイプが自動的に [ソート優先順位] の
一覧の上部に表示され、会員タイプによるレコードのグループ
分けを可能にします。

8.[次へ] をクリックします。

レイアウトスタイルを選択し、ヘッダとフッタを作成する

1. [標準] のレイアウトスタイルを選択し、レポートのテキスト
のサイズ、色、およびスタイルを設定します。 
2. [次へ] をクリックします。
3. [ヘッダ] 領域の [中央上] の一覧に移動し、[カスタムテキスト
(大)...] を選択します。
4. レポートのヘッダのテキストとして [カスタムテキスト:] に
“会員タイプ別レポート”と入力し、[OK] をクリックします。
5. [中央下] 一覧に移動し、[ページ番号] を選択してレポートの
フッタにページ番号を挿入します。
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6.[次へ] をクリックします。

スクリプトを作成してレポートを確認する

1. [スクリプトを作成する] を選択します。
2. [スクリプト名:] はそのままにします。[次へ] をクリックします。
3. [プレビューモードでレポートを表示] が選択されていない
場合には選択します。
4. [完了] をクリックします。 
完成したレポートは 47 ページで表示されているレポートのよう
になります。

総計を含む集計レポートの作成
前の練習では、一般的なフィールドの値に基づいて、データを
カテゴリにグループ分けするレポートを作成しました。この練習
では、各カテゴリの小計とレポート全体の総計も含まれる同様の
レポートを作成します。

レポートのサンプルでの表示確認
この小計レポートが実行する内容は次のとおりです。

1 会員タイプによって会員をグループ分けする
1 各会員タイプ別に集金された会員費の小計を算出する
1 会員費の総合計を表示する
1. 完成したサンプルレポートを参照するには、[ウインドウ ]
メニューから [サンプル09] を選択します。
2. [スクリプト] メニューから [会員費別レポート] を選択し、
会員費別レポートを作成します。
3. 表示されたレポートを確認します。
前の例のように、会員は会員タイプ別にグループ化されていま
す。さらに、各会員タイプ別に集金された会員費は、それぞれの
グループの会員名の下で小計され、総計はレポートの下部に表示
されます。

4.[続行] ボタンをクリックしてスクリプトを終了すると、自動的に
[データ入力] レイアウトに戻ります。

小計

総計
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総計を含む集計レポートには、レポートレイアウト内の各グループ
の基準となる小計パート、レコードをグループ化する基準となる
１つまたは複数のフィールド、およびこれらのフィールドによる
データベースのソートといった集計レポートと同じ要素が必要
になります。

さらに、次の２つの項目が必要になります。

1 総計のレイアウトパート
1 合計、平均、またはカウントを表示する集計フィールド

総計を含む集計レポートの作成

会員費別レポートを作成するには、次の操作を行います。

1. [ウインドウ] メニューから [練習09] を選択します。
2. 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...] を選択します。
3. [レイアウト名:] に“会員費別レポート”と入力します。
4. 新しいレイアウトタイプとして [表レイアウト/レポート] を
選択し、[次へ] をクリックします。
5. [集計レポート] を選択し、[小計を含める] および [総計を含
める] を選択します。 

6.[次へ] をクリックします。
このレポートで使用するフィールドを選択する

1. このレポートで最初に使用されるフィールドとして、[使用でき
るフィールド] から [会員タイプ] をダブルクリックし、[レイアウ
トに配置するフィールド] の一覧に移動します。
2. [姓] フィールドを選択して移動します。
3. [名] フィールドを選択して移動します。[ふりがな_姓] フィー
ルドを選択して移動します。
4. [入金額] フィールドを選択して移動します。
5. [次へ] をクリックします。
6. [会員タイプ] に従ってレコードを整理する必要があります。
このフィールドを [区分けフィールド] 一覧に移動します。
7. [次へ] をクリックします。
8. [ふりがな_姓] フィールドを [ソート優先順位] 一覧へ移動し、
各会員タイプ別のグループ内のレコードを会員の姓のふりがな
に基づいて五十音順でソートします。
9.[次へ] をクリックします。

小計および総計を指定する

集計フィールドは [データベースの定義] ダイアログボックスで
指定することができるフィールドのタイプです。集計フィールド
によって対象レコード内のすべてのレコードに対して計算を
実行します。一般的に複数のレコードに対する集計値が必要な
場合、集計フィールドを使用する必要があります。

会員費別レポートにおいて新規および継続の各会員タイプ別に
支払われた会費の小計を表示し、レポートの終わりに両方のグ
ループの会費の合計を表示するとします。これを完成するには、
新規レポート/レポートアシスタントの作業において、小計およ
び総計の集計フィールドを指定する必要があります。

使用する集計フィールドはすでに定義されている [会費合計額]
フィールドです。[会費合計額] フィールドによって [入金額]
フィールドに入力された金額が合計されます。

1. [集計フィールド] で [指定...] をクリックし、使用可能なフィー
ルドの一覧から [会費合計額] を選択して、[OK] をクリックします。
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2. [区分けフィールド] には、デフォルト値である [会員タイプ]
を使用します。
3. [配置] には、デフォルト値である [レコードグループの後部]
を使用します。
4. [小計を追加] ボタンをクリックして小計として [会費合計額]
を追加します。これによって各会員のタイプ別に支払われた会員
費の小計が作成されます。

5. [次へ] をクリックします。
6. [集計フィールド] で [指定...] をクリックし、使用可能なフィー
ルドの一覧から [会費合計額] を選択して、[OK] をクリックします。
これによって、[会費合計額] のフィールドが総計に使用されます。

7. [総計を追加] ボタンをクリックして総計としての [会費合計額]
フィールドをレポートの最後に追加します。これによって各会員
により支払われた会員費の総計が作成されます。
8. [次へ] をクリックします。

レイアウトスタイルを選択し、ヘッダとフッタを作成する

1. [標準] のレイアウトスタイルを選択し、レポートのテキスト
のサイズ、色、およびスタイルを設定します。 
2. [次へ] をクリックします。
3. [中央上] の一覧に移動し、[カスタムテキスト (大)...] を選択
します。
4. レポートのヘッダのテキストとして“会員費別レポート”と
入力し、[OK] をクリックします。
5. [中央下] 一覧に移動し、[ページ番号] を選択してレポートの
フッタにページ番号を挿入します。
6.[次へ] をクリックします。

スクリプトを作成してレポートを確認する

1. [スクリプトを作成する] を選択します。
2. [スクリプト名:] はそのままにします。[次へ] をクリックします。
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3. [プレビューモードでレポートを表示] が選択されていない
場合には選択します。
4. [完了] をクリックします。 
完成したレポートは 50 ページで表示されているレポートのよう
になります。

レポートを PDF ファイルとして保存およ
び送信する

レポートを確認した後にレポートを PDF ファイルとして保存
し、電子メールの添付ファイルとして送信できます。

会員費別レポートを PDF ファイルとして送信するには、次の操
作を行います。

1. [スクリプト] メニューから [会員費別レポート] を選択します。
前に作成したスクリプトが実行され、レポートがプレビューモー
ドで表示されます。

2. [ファイル] メニューの [レコードの保存/送信] サブメニューか
ら [PDF...] を選択します。

3. PDF ファイルを保存する場所を指定します。
4. [ファイル名:]（Windows）または [別名で保存:]（Mac OS）に
“会員費別レポート”と入力します。
5. [保存:] には [現在のレコード] を選択します。
6. [ファイルを添付した電子メールの作成] を選択します。 
7. [保存] をクリックします。
FileMaker Pro で PDF ファイルが作成され、電子メールアプリケー
ションに渡されます。 PDF ファイルが電子メールの添付ファイ
ルとして表示されます。この電子メールに宛先を入力すると送信
できます。

8.このレッスンを終了するには、[ファイル] メニューから [閉じ
る] を選択して開いているファイルを閉じます。

詳細情報
このレッスンでは、集計レポートと総計を含む集計レポートを
作成しました。レポートの作成の詳細については、FileMaker Pro
ヘルプを参照してください。
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レッスン 10 

リレーショナルデータベースの設定
リレーショナルデータベースは、データのコピーを行うことなく、
現在のファイル内に他のテーブルや関連ファイルのデータを表
示して使用し、データ入力の効率を高めることができます。

このレッスンで習得する内容は次のとおりです。

1 リレーショナルデータベースのしくみを理解する
1 リレーションシップを定義する
1 関連レコードからのデータを表示する
1 関連レコードの一覧を表示する

このレッスンのサンプルファイルでは、次の２つのテーブルを
使用します。

1 The Corporate Travelers Club の個々の会員のレコードが入力
された「会員」テーブル

1 会員が属する会社の情報を保存した「会社」テーブル。それ
ぞれの会社に多くの会員がいます。 

重要 このレッスンを始める前に、「チュートリアル」フォルダを
ハードドライブにコピーするか、インストールされていることを
確認してください。詳細については、7 ページの「レッスン用
ファイルの保存場所」を参照してください。

関連レコードからのデータの表示

リレーションシップ機能のサンプルでの表示確認
1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「サンプルファイル」フォルダを開きます。
3.「サンプル10.fp7」を開きます。 
4. レイアウトポップアップメニューから [会社] レイアウトを
選択し、各レコードを確認します。
「会社」レイアウトは１つのテーブルに基づいて作成されており、
そのテーブルからレコードが表示されます。「会社」テーブルに
は、The Corporate Travelers Club の会員である社員が属する３つ
の会社のレコードがあります。各会社のレコードには、その会社
のクラブ会員を表示する「ポータル」があります。

5. レイアウトポップアップメニューから [会社情報] レイアウト
を選択します。
会社情報は「会員」テーブルに基づいており、データベース内の
30 人の会員それぞれの会社情報が表示されます。

6.「会社情報」レイアウトで、[レコード] メニューから [新規レ
コード] を選択して新しいレコードを作成します。そして [姓] に
“岡沢”、[名] に“尚子”と入力します。 
7. 会社名は、[会社名] フィールドをクリックして [ABC 商事株式
会社] を選択します。

8. ABC 商事株式会社の住所が自動的に表示されることに注意
してください。

関連テーブルについて
「会社」テーブルと「会員」テーブルは関連テーブルです。
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「会員」テーブルのレコードに会社名を入力すると、FileMaker Pro
によって「会社」テーブルに格納されているその会社のレコード
が特定されます。そして、一致する会社のレコードの住所が「会
員」テーブルに表示されます。

これがどのようなしくみで行われるかを説明します。「会員」テー
ブルでは、「会社」テーブルに対するリレーションシップが設定
されています。このリレーションシップは、両方のテーブルにあ
る [会社] フィールドの値の照合作業に基づいています。[会社名]
フィールドのようなフィールドのことを照合フィールドといい
ます。「会員」テーブルでは、このリレーションシップに基づく
関連フィールドを使用して会社住所が表示されます。

リレーションシップの定義方法とリレーションシップを使用し
たデータの表示方法の両方の手順を説明します。

ファイル内の関連レコードの表示
別のファイルに対するリレーションシップ定義

1. ハードドライブにある「チュートリアル」フォルダを開きます。
2.「練習用ファイル」フォルダを開きます。
3.「練習10.fp7」を開きます。
「練習10.fp7」にはサンプルファイルと同じテーブルが含まれて
いますが、リレーションシップは設定されていません。ここで
リレーションシップの設定を行います。 

4. [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。
5. [リレーションシップ] タブをクリックします。
リレーションシップグラフが表示されます。リレーションシップ
グラフには、現在のファイル内のテーブルがすべて表示されます。

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つのテーブル間にリレーションシップを作
成すると、リレーションシップに対して設定した照合フィールド
と条件に従って、一方のテーブルに保存されているデータに他方
のテーブルからアクセスできるようになります。
6.「会員」テーブルの [会社名] フィールドをクリックして、「会
社」テーブルの [会社名] フィールドまで線をドラッグします。

7. マウスのボタンを離します。作成したリレーションシップが
表示されます。

一方のテーブルの [会社名] フィールドのデータが他方のテーブル
の [会社名] フィールドのデータに一致すると、レコードが関連
します。

8.[OK] をクリックします。

関連レコードからのデータ表示

リレーションシップを定義しましたので、そのリレーションシッ
プを使用してデータが表示されるようにレイアウトを変更でき
ます。ここでは、会社の住所を表示します。



リレーショナルデータベースの設定 57
1.「練習10」で、レイアウトポップアップメニューから [会社情
報] レイアウトを選択します。
2. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
3. フィールドツール  を使用して、レイアウト上の [会
社名] フィールドの下にフィールドをドラッグします。
このテーブル内のフィールドの一覧が表示された [フィールド指
定] ダイアログボックスが表示されます。

4. [現在のテーブル（「会員」）] をクリックして、リストから [会
社] テーブルを選択します。
関連テーブル「会社」のフィールドの一覧が表示されます。各
フィールド名の前に表示される２つのコロン（::）は現在作業中
の [会員] テーブルで定義されたフィールドではなく、関連フィー
ルドを示しています。これらの関連フィールドには関連テーブル
からのデータが表示されます。

5. [::郵便番号] をクリックします。
6. [ラベルの作成] を選択して [OK] をクリックします。
7. [::都道府県] と [::住所] フィールドも、手順の３から６までを
繰り返して作成します。 
8. 必要に応じてフィールドを移動し、含まれている情報がすべ
て表示されるようにフィールドのサイズを調整します。フィール
ドは次のように表示されます。

テーブルポップアップ
メニューからテーブル
を選択します。
9.[表示] メニューから [ブラウズモード] を選択してレコードを
表示し、「会社」テーブルからの住所が、「会員」テーブルに基づ
く「会社情報」レイアウトに表示されていることを確認します。

関連レコードの一覧でのデータ表示
会社別にすべての会員を表示する必要があるとします。また、
会社名を個別に入力しないで「会員」テーブルに新規会員を追加
する必要があるとします。このような場合に使用する方法を紹介
します。

サンプルファイルの関連レコードでの作業
関連レコードの一覧を参照する

1. [ウインドウ] メニューから [サンプル10] を選択します。
2. レイアウトポップアップメニューから [会社] レイアウトを
選択します。
3. レコードを参照します。
それぞれの会社のレコードには、その会社に属する会員の一覧が
表示されています。会員のデータは「会員」テーブル内ですべて
個別に分かれています。 

一覧に追加する

1.「株式会社いろは」のレコードが表示されていることを確認し
ます。
2. [姓] の列の最初の空白行をクリックして新規会員を追加します。
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3.“吉田”と入力して、Tab キーを押し、[名] のフィールドに“茂
幸”を入力します。

関連テーブル内の新規レコードを確認する

1.「データ入力」レイアウトに切り替えます。このレイアウトは、
「会社」テーブルに基づいています。
2. 最後のレコードへ移動します。
吉田茂幸のレコードが会社名の情報とともに表示されます。「会
社」テーブルの一覧に“吉田茂幸”と入力したとき、このレコー
ドが自動的に作成されました。

新しいレコードを追加して一覧で確認する

1.「データ入力」レイアウトで、ABC 商事株式会社に勤務する新
規会員に対するレコードを作成します。
2.「会社」レイアウトに戻り、ABC 商事株式会社のレコードを
参照します。
新規会員が一覧に表示されます（必要に応じてスクロールします）。

関連テーブルからの
会員の一覧が表示
されます。

ここをクリックしてこの会社の
新規会員を入力します。
関連レコードの一覧での作業について
前の 55 ページの「関連レコードからのデータの表示」のセク
ションでは、「会員」テーブルと「会社」テーブル間に設定された
リレーションシップによって、「会社」テーブルからのデータ
（会社の住所）が表示されました。ここでは、同じリレーション
シップによって、「会員」テーブルからのデータ（会員名）が
表示されます。リレーションシップは双方向です。 

各会社には複数の会員が存在するため、関連テーブルには一致
する複数のレコードが存在します。このような場合、「会社」テー
ブルにあるポータルが、各会社における全会員を表示します。

「株式会社いろは」に勤務する会員の一覧に吉田茂幸を追加する
と、リレーションシップによって「会員」テーブルに吉田茂幸の
レコードが作成されます。そして、照合フィールドの [会社名]
フィールドにも自動的に「株式会社いろは」が追加されていま
す。これは「株式会社いろは」のレコードのポータルに名前を
入力したからです。

「会員」テーブルに追加された新規会員は、「会社」テーブルで
一致する会社レコードの会員の一覧の最後に表示されます。

関連レコードの一覧での表示
ポータルを作成して照合レコードを表示する

1. [ウインドウ] メニューから [練習10] を選択します。
2. レイアウトポップアップメニューから [会社] レイアウトを
選択します。
関連レコードからデータを参照可能にするには、事前にリレー
ションシップが定義されている必要があります。前にこのレッスン
で定義した「会員」テーブルに対するリレーションシップを使用
します。

このリレーションシップを、関連レコードの作成を許可するよう
に編集する必要があります。

3. [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] タブが選択されていない
場合はクリックします。
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4. リレーションシップグラフでリレーショナル演算子  をダ
ブルクリックし、[リレーションシップ編集] ダイアログボックス
を開きます。
5.「会員」テーブルで、[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。これに
よって「会員」一覧に名前を追加できます。

6. [OK] をクリックします。もう一度 [OK] をクリックして、[デー
タベースの定義] ダイアログボックスを閉じます。
7. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
8. ポータルツール  をクリックして、[住所] フィールドの
下に名前の一覧を表示するボックスを描きます。
9. [ポータル設定] ダイアログボックスで、[会員] テーブルから
関連レコードを表示します。
10.[最初の行:] の値は１のままにしておき、[行数:] の値を７に
変更します。

この
チェック
ボックス
を選択し
ます。
一致した会員のレコードのデータを１行ずつ表示します。

11.[垂直スクロールバーを表示] を選択します。
12.[OK] をクリックします。

ポータルでフィールドを追加する

1. [ポータルにフィールドを追加] ダイアログボックスで、[姓]
フィールドを選択して [含まれているフィールド] の一覧に移動
します。
2. [名] フィールドを選択して移動します。
3. [OK] をクリックします。
4. テキストツール  を使用して、[姓] および [名] フィールド
のフィールドラベルを、ポータル内の各フィールドの上に作成
します。
ポータルは次のように表示されます。

5. [表示] メニューから [ブラウズモード] を選択して会員の一覧
を参照します。
6. 新しい設定をテストします。「株式会社いろは」に新規会員の
名前を入力し、「データ入力」レイアウトの最後のレコードに
その名前が表示されるかどうかを確認します。
7.このレッスンを終了するには、すべてのファイルを閉じて
FileMaker Pro を終了します。
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詳細情報
ここでは、簡単なリレーションシップの使用と作成の方法を習得
しました。このチュートリアルでは基本事項のみを紹介しました
が、リレーションシップを持つデータベースシステムの作成には
この他にも多くの重要事項があります。ファイルのリレーション
シップに関連する設定を行う前に、『ユーザーズガイド』の第
３章と、FileMaker Pro ヘルプのリレーションシップに関する情報
を参照してください。



レッスン 11 

データの安全性の確保
停電、ディスクの故障、およびその他の予期できないコン
ピュータの問題は常に発生する可能性があります。データの損
失を回避するには、データベースを含むコンピュータ上の重要
なすべてのドキュメントを定期的にバックアップする必要が
あります。 

このレッスンの内容は次のとおりです。 

1 データベースのバックアップファイルを作成するタイミング
と方法

1 ファイルを保護するその他の方法についての参照先

データベースのバックアップファイルを
作成する方法

バックアップファイルを作成するには、多くの方法があります。
ここでは、その中の１つを紹介します。

1. データベースのファイルサイズを確認します。
Windows の場合、ファイルのアイコンをマウスの右ボタンでク
リックし、[プロパティ ] を選択します。
Mac OS の場合、ファイルのアイコンをクリックし、[ファイル]
メニューから [情報を見る] を選択します。

2. コピー先のディスクまたはボリュームに、データベースを
コピーするための十分な空き容量があることを確認します。

3. バックアップを作成するデータベースを開きます。
4. [ファイル] メニューから [名前を付けて保存...] を選択し
ます。 
5.[保存] をクリックします。

重要 次にバックアップファイルを作成する場合には、別のディ
スクまたはボリュームにバックアップを作成します。誤って最新
のバックアップファイルを上書きしないように注意します。常に
複数の異なるバックアップを保持しておく必要があります。

バックアップを行うタイミング

バックアップの実行は次を基準に行います。

1 緊急時にすべてのデータを確実に回復できるようにするため
に、必要に応じて頻繁に行う 

1 レコードの削除、フィールドの削除、またはインポートや
全置換の機能を使用したデータの上書きなど、取り消しできない
大きな変更を実行する前に行う

損失または破損したファイルを再度作成する時間と比較すると、
バックアップファイルを作成する手間はきわめて小さなものです。

自動的に作られる
ファイル名をその
まま使用するか、
名前を変更します。

ファイルを保存する
ディスクおよびフォル
ダを選択します。

現在のファイルの
コピー形式で保存
します。 
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このレッスンではデータベースを保護する方法を紹介しました。
ファイルの問題を防止および解決する他の方法については、
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。 
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