
『FileMaker Drill Book』は、日本のビジネスシーンに合った FileMakerソリューションの作成を習得できるトレーニング教材です。日本
のビジネス現場を熟知した FileMaker開発パートナー各社が、テキストの執筆と演習用サンプルファイルの作成を担当しており、解説や演
習を通して実際のビジネスシーンでの活用方法にそったカスタムソリューションの構築を初歩から習得することができます。

FileMaker Drill Book 
FileMaker 14プラットフォームに対応した
基本と実践を学習

購入方法
1.  24時間いつでも FileMaker Storeからお求めいただけます。　お求めはこちらから：www.filemaker.com/jp/store/fdb
2.  お近くの製品取扱店にてお求めいただけます。
希望小売価格：4,000円（税別）　ISBN：978-4-9906546-3-4

お問い合わせ窓口
ファイルメーカー株式会社　FileMaker Drill Book担当　　　Eメール：  japan-drill-book@filemaker.com

実践編
初級
1. 社員管理
2. 消費税増税対応
3. 進捗管理
4. ドキュメント管理
5. 見積請求（バーコード）
6. 来場受付
7. 有給休暇管理

中級
15. 成長記録
16. 販売実績
17. 報告書作成
18. 見積計算（タブコントロール）
19. 見積請求（PDF）
20. FileMaker Server を使ってソリューションを共有
21. FileMaker と Webテクノロジーの可能性

■ 実践編執筆協力
株式会社イエスウィキャン
株式会社寿商会
株式会社ジェネコム
株式会社ジュッポーワークス
株式会社スプラッシュ
株式会社 DBPowers 
パットシステムソリューションズ有限会社
株式会社マジェスティック 

初中級
8. 顧客管理
9. 写真付報告書作成システム
10. 賞味期限管理
11. 書籍管理
12. 体重管理
13. 見積計算（日付計算）
14. 連絡先

コンテンツ
基本編
第 1章 FileMaker Pro へようこそ 
第 2章 身近なデータからはじめよう 
第 3章 データベースの世界
第 4章 データと検索
第 5章 関連とレイアウト
第 6章 新しいデータベースをつくろう
第 7章 データベースの画面をつくろう
第 8章 データベースの機能をつくろう（入力）
第 9章 データベースの機能をつくろう（出力と集計）
第 10章 データベースの構造を理解しよう 
第 11章 計算式をきちんと理解しよう
第 12章 スクリプトによる自動処理
第 13章  セキュリティの設定
第 14章 複数人が同時に利用するデータベース
付録 実践編で使われている関数・スクリプトステップ

■ 基本編執筆協力
株式会社スプラッシュ 
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第 7章  データベースの画面をつくろう

データベース構造を中心に作成してきました。ここからは画面について考えながらレイ

アウトを作成しましょう。

7.1  入力と表示のレイアウトをつくる
まず入力と表示のためのレイアウト について考えます。

前章で考えた画面遷移から考えると、タスク情報を入力するための 1つずつのタスクのための
レイアウトと、いまどんなタスクがあるか一覧できるレイアウトが必要です。

・ タスクの詳細
・ タスクの一覧

 レイアウトとテーブル
繰り返し記述していますがレイアウトには、そのレイアウトで表示するデータ（レコード）が

何であるかを指定する必要があります。「何であるか」は「どのテーブルなのか」ということのよ
うに考えてしまいますが、それは FileMaker Proでは「リレーションシップグラフ上の四角い枠
の名前」つまりテーブルオカレンスとです。レイアウトをつくりながら、この必要な四角い枠とそ
の関連をつくっていきましょう。それがリレーションシップグラフです。

ここからしばらくはテーブルオカレンスを「TO」と記述します。

図 7-1 リレーションシップグラフの TO

 タスクの詳細をレイアウトでつくる
はじめに 1つずつのタスクの詳細を表示するレイアウトとレイアウトに指定する TOを 1つの

流れで作成します
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写真付報告書作成システム .fmp12

対応稼働環境 デスクトップ , iPad

ファイル習得レベル 初中級
利用されている技術 計算式 , スクリプト
計算式リスト GetValue＊ P.290, LocationValues＊ P.292, Middle＊ P.292, 

Position＊ P.293, Substitute＊ P.227, TrimAll＊ P.294

想定作業時間 2時間
執筆・制作 株式会社イエスウィキャン

http://ywc.com

基本編　PART2

第 9章　データベースの機能をつくろう（出力と集計）
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この円グラフの件数も先ほどのデータの内訳と同じです。いま演習で行ったクイックグラフで
は、前の演習で利用した集計フィールドが自動で利用されたからです。もしも集計フィールドが全
くないテーブルでクイックグラフを作成すると FileMeker Proが自動で集計フィールドを作成し
ます。「演習タスク -2」というウインドウを閉じて違う方法でグラフを作成します。

 グラフ
レイアウトモードのグラフツールコマンドボタンからグラフを作成できます。

演習 9-9 グラフオブジェクトをつくる

• 使用ファイル： 9_8_10_ 演習タスク .fmp12

• 目的： レイアウトモードでグラフをつくる。

1） 「演習タスク . fmp12」を開いてレイアウトモードにします。

2） ［レイアウト］-［新規レイアウト / レポート］メニューを選択します。

・［レコードを表示：］は「タスク管理」

・［レイアウト名：］は「タスクステータスグラフ」

・［コンピュータ］の［フォーム］を選択して［完了］をクリックします。

3） グラフを作成します。
a ステータスツールバーのグラフアイコンをクリックします。

b グラフを配置したい位置でドラッグして大きめの四角形を描くようにします。

c マウスボタンを離すと［グラフ設定設定］ダイアログが表示されます。

図 9-27 設定後のグラフ
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FileMaker Training Series: 
基礎編

FileMaker Training Series: 
応用編

FileMaker Drill Book

学習内容 FileMakerプラットフォームの概要や
基本機能を理解し、演習用のアクティ
ビティファイルを通して FileMakerソ
リューションの構築方法を始めから終
わりまで学ぶことができます。レイア
ウトの基礎や、iPad・iPhone向けの画
面の作成をはじめとする基礎に加え、ソ
リューションを保護する方法やネット
ワーク共有して複数人で利用するための
展開の基礎も学習できます。

FileMaker開発者向けの開発技法が詳細
に解説されており、最新の FileMaker
プラットフォームを使用したプロフェッ
ショナルなソリューションの構築方法を
学べます。一般的な開発課題に対する実
践的なアプローチ、FileMaker Server
や FileMaker WebDirectを使用した展
開、他データソースとの統合、パフォー
マンスの最適化のベストプラクティスな
どがカバーされています。

レイアウト設計に必要な基礎知識と、よ
く利用される関数やスクリプトに対象を
絞って学習できます。日本語で開発され
た 20個以上の演習用ファイルや詳細な
解説を通じて、日本のビジネス現場で求
められるソリューションの作成を初歩か
ら習得することができます。

学習目的 • 最新版 FileMakerプラットフォーム
の機能や利点の習得

• 紙ベースのフォームやスプレッドシー
ト、機能が限定されるアプリを使用す
るのではなく、固有のビジネスニーズ
に合ったカスタムソリューションを作
成する方法の習得

• FileMakerソリューションの開発に必
要な中級から上級レベルの知識を習得

• 社 内 向 け も し く は 顧 客 向 け の
FileMakerソリューションを開発

• FileMakerの資格認定の取得 

• FileMakerソリューションの開発手
法と基本テクニックの習得と実践

• 日本のビジネスシーンで役立つ機能
を、短時間で効率よく習得

• 日本のビジネス現場に特有のニーズを
満たすベストプラクティス

対象者 • FileMaker Pro に 含 ま れ る「 始 め
ましょう」ツアーを習得した方で、 
FileMakerソリューションの作成を
これから始める初心者の方

• 『FileMaker Training Series: 応用編』
を学習するにあたり、基礎の確認をし
たい方

• 『FileMaker Training Series: 基礎編』
を習得した方で、FileMakerに必須
の知識を体系的に身につけたい中級か
ら上級の方

• FileMaker資格認定の取得を目指す方

• 企業の実務担当者として、FileMaker
プラットフォームに初めて触れる方

• FileMakerソリューションの作成や
運用管理をこれから始める方で、実践
的な開発手法を短期間で学びたい方

対象 FileMakerレベル 初級 中級・上級 初級・中級

学習を始める前に
必要なスキル

• キーボードとマウスの操作
• ファイル保存などのパーソナルコン
ピュータの基本操作

• FileMaker Proに含まれる「始めま
しょう」ツアーの習得

• 『FileMaker Training Series : 基礎編』
の習得

• キーボードとマウスの操作
• ファイル保存などのパーソナルコン
ピュータの基本操作

演習ソリューション数 2（日本語） 2（英語） 基本編：4　実践編：21（日本語）

読書学習 ： 
操作実施学習比率

9：1 7：3 5：5

想定学習時間 6時間 80時間 基本編：20時間　実践編：80時間

カリキュラムの制作と
執筆

FileMaker, Inc. および 
Soliant Consulting（米国 FileMaker 
Business Alliance Platinum メンバー）

FileMaker, Inc. および 
Soliant Consulting（米国 FileMaker 
Business Alliance Platinum メンバー）

ファイルメーカー株式会社および 
日本の FileMaker Business Alliance 
メンバー 8社

提供形態 ファイルメーカー社のWebサイトから
ダウンロードできる PDF、
または iBooks Storeからダウンロード
できる ePub

PDF（ダウンロード）、または冊子＆
DVD

冊子のみ（演習用ファイルダウンロード
時に PDFを入手可能）

希望小売価格（税別） 無料
ダウンロードはこちらから：
www.filemaker.com/jp/fts-basic

ダウンロード版 : 2,400円
冊子＆ DVD版：4,000円
※FileMaker Developer Subscriptionオプショ
ン （年間 9,000円）の特典にダウンロード版が含
まれます。

4,000円

FileMaker Training Seriesと FileMaker Drill Bookの比較

『FileMaker Drill Book』は、これから FileMaker プラットフォームを使ってモバイルでの情報活用を始める方や、社内外での情報共有
をいっそう進めることをお考えの法人ユーザーの方に最適な学習教材となっています。FileMaker, Inc. の公式トレーニングカリキュラ
ム『FileMaker Training Series』は、米国本社が米国の FileMaker 開発パートナーと協力して制作したトレーニング教材の翻訳ですが、
『FileMaker Drill Book』はこれを日本のお客様向けに補完するものです。
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