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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
1 ネットワークやインターネット上で他のユーザとファイルを共有する方法を習得する
1 ユーザアカウントやアクセス権セットを割り当てたり、データベースをバックアップすることにより、データ
ベースの情報を保護する

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、 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ようにしてください。 サンプルファイルはレッスンを通して随
時使用されます。
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。
FileMaker Pro の習得にあたっては、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。
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。
このガイドについてのフィードバックを送信するには、www.filemaker.co.jp を参照してください。

サンプルファイルの保存場所
サンプルファイルには Corporate Travelers Club のデータが含まれ、各レッスンに記載されているデータベース要素を
構築する練習を行うためのものです。 最初からやり直す場合は、既存のサンプルファイルを新しいファイルに置き換
えてください。サンプルファイルがインストールされた場合、以下の場所に保存されます。
FileMaker Pro 10￥日本語エキストラ￥チュートリアル
または
FileMaker Pro 10 Advanced￥日本語エキストラ￥チュートリアル

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。
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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。 

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
FileMaker Pro はクロスプラットフォームのアプリケーションです。 Mac で作成されたファイルは Windows で実行中の
コンピュータの FileMaker Pro で開くことができ、またその逆も可能です。
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 13 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レコードを表示する場合、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。
ファイルを開いた後に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。



レッスン 1  |   FileMaker Pro の基本事項     11            
詳細情報
FileMaker Pro の基本概念の詳細については、『FileMaker Pro 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、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。
Web 上の FileMaker リソースセンターにアクセスするには、 
[ヘルプ ] メニューから [リソースセンター ] を選択します。

モードポップアップメニューを使用してモードを切り替えます

ステータスバー
とレイアウトバー
内のボタンを使用
してモードを切り
替えます
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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
1 ステータスツールバーを試す
1 データベースのコピーを保存する

データベースを開き、レコード間を移動
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。 「チュートリアル」フォルダの場所を確認するに
は、レッスン 1の「サンプルファイルの保存場所」を参照してください。

2. 「サンプル .fp7」を開きます。

3. 注意 :

1 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。

1 ステータツールバーでレコード数が 29 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。

4. 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。 

ブックアイコン

現在表示中のレコード

モードポップアップメニューは現
在のモードを表示します

スライダ

合計レコード数
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5. 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。
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 ]、[移動 ...] を選択します。

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
別のレイアウトを確認するには、現在開いているファイルを使用します。

1. レイアウトバー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、テーブルにあるすべてのフィールドを表示します。

553-0011

大阪府大阪市此花区
朝日 23-739 

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。

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03-3888-9999

斉藤 一朗03-3888-9999

安田 隆子03-3888-9999

小川 健太郎03-3888-9999

竹中 晶子03-3888-9999

山田 幸子03-3888-9999

岡山 遼太郎03-3888-9999

太田川 順03-3888-9999

東城 充03-3888-9999

西田 絵理03-3888-9999

牧野 万里03-3888-9999

鈴木 良太03-3888-9999

足立 久美子03-3888-9999

竹田 莢子03-3888-9999

[レイアウト ]
ポップアップ
メニュー
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3. [レイアウト ] ポップアップメニューから [クラブリスト ] レイアウトを選択します。
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。 「クラブリスト」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。 このレイアウトでは、
一部のフィールドのみが表示され、その他のデ－タは表示されていないにすぎません。 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。

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。

フィールド

「クラブリスト」レイアウトは、「データ入力」レイアウト上に存在する４つのフィールドのみ表示します。
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フォーム形式、リスト形式、および表形式でのレイアウトの表示
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. サンプルファイルで、「クラブリスト」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. レイアウトバーで [フォーム形式 ] を選択します。
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. レイアウトバーで [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. レイアウトバーで [リスト形式] を選択して [クラブリスト] レイアウトの元の表示に戻ります。

フォーム形式

リスト形式 

表形式 

フォーム形式、リスト形式、表形式で表示したクラブリストのレイアウト
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ステータスツールバーとレイアウトバーの使用
FileMaker Pro のウインドウ上部のステータスツールバーを使用することで、毎日使用する FileMaker Pro のメニュー
コマンドにすばやくアクセスできます。デフォルトで設定されているツールバー上のボタンはどのモードで作業して
いるかによってさまざまです。いずれのモードでもボタンを追加したり、削除したりステータスツールバーのカスタ
マイズができます。 ステータスツールバーの下のレイアウトバーを使用するとレイアウトと表示の切り替えがすばや
く行えます。レイアウトバー上のその他のコントロールはどのモードで作業しているかによって異なります。

ステータスツールバーの機能
1 ポインタをステータスツールバー上のボタンに移動します。
各ボタンのポップアップヘルプと使用方法が表示されます。

ステータスツールバーのカスタマイズ
ステータスツールバーはデフォルトのまま、あるいはボタンを追加または削除して使用することもできます。
ボタンをステータスツールバーに追加するには次の操作を行います。

1. [表示 ] メニューから [ステータスツールバーのカスタマイズ ...] をクリックします。

2. Mac OS: 手順３に進みます。
Windows: ダイアログボックスから [コマンド ] タブを選択します。

3. コマンドリスト (Windows)、またはダイアログボックス (Mac OS) から [印刷 ] をステータスツールバーにドラッグ
します。

ボタンをステータスツールバーから削除するには次の操作を行います。
1 [ソート ]ボタンをステータスツールバーからダイアログボックスにドラッグします。

デフォルトのボタンのみを表示するようにツールバーをリセットするには次の操作を行います。

1. 次のいずれかの操作を行います。
1 Windows: ツールバータブからステータスツールバーを選択し、[リセット ] をクリックしてから [OK] をクリッ
クします。

1 Mac OS: デフォルトのボタンセットをダイアログボックスからステータスツールバーにドラッグします。
[印刷 ] ボタンが削除され、[ソート ]ボタンが再度表示されます。

2. 終了するには、 [閉じる ] (Windows) 、またはダイアログボックス内の [完了 ] (Mac OS) をクリックします。

サンプルファイルのコピーの保存
次のレッスンではサンプルファイルのコピーを使用します。
サンプル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. [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. コピーを保存する場所として「チュートリアル」フォルダを選択します。
「サンプル (コピー ).fp7」が、ファイル名に自動的に入力されます。

ステータスツールバー

レイアウトバー

ブラウズモードのステータスツールバーとレイアウトバー
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3. [保存 ] をクリックします。

4. [ファイル ] メニューから [閉じる ] を選択し、元のサンプルファイルを閉じます。

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、レコードをブラウズし、レイアウトを切り替え、フォーム形式、リスト形
式、表形式の違いを学び、さらにステータスバーならびにレイアウトバーを試しました。またデータを含むデータ
ベースのコピーを作成しました。 FileMake Pro のブラウズモードの詳細については、『FileMaker  Pro ユーザーズガイ
ド』の第２章を参照してください。



レッスン 3 

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ソートで並べ替えることもできます。 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 検索条件の保存、修正、および異なったレコード検索のための新規検索条件を使用する
1 レコードを昇順および降順にソート、および新しいデータを並べ替えて追加する

注意   このレッスンを始める前に 「サンプル .fp7」のコピーがあることを確認します。 「チュートリアル」フォルダ
へのアクセスと 「サンプル .fp7」のコピーの作成方法ついてはレッスン 2 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 (コピー ).fp7」を開きます。

ヒント    [ファイル ] メニューから [最近使ったファイルを開く ] を選択し、表示されたリストからファイル名を
選択するとチュートリアルの学習中にサンプルファイルを素早く開くことができます。

3. 「都道府県」フィールドで、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。
初めてのレコードは、大阪府の会員です。

4. 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。

大阪府に居住する会員 10 名のレコードが返されます。 これが対象レコードになります。ステータスツールバー内
の円グラフに、対象レコードがデータベース内のすべてのレコードの一部として表示されます。

ショートカットメニューから
この項目を選択します。
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5. ブックアイコンをクリックするか、スライダを使用して、10 の対象レコードをそれぞれ確認します。

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. ステータスツールバーから [検索 ] を選択します。
FileMaker Pro が検索モードに切り替わります。検索モードで、 でマークされているフィールドを使用して検索
条件を作成します。 検索に使用するフィールドに、必要な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」を入力します。

4. ステータスツールバーの [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、大阪府に居住する４名の新規会員に対する４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、ステータスツールバーから [すべてを表示 ] 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 [すべ
てを表示 ] 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。
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。 
[検索実行 ] 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. ステータスツールバーから [検索 ] 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. ステータスツールバーの [新規検索条件 ] をクリックします。
ステータスツールバーに、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. ステータスツールバーの [検索実行 ] 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。

対象レコード数

データベース内の総レコード数

検索条件数
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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内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。
2009年１月１日から 2009年 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. [検索 ] を選択します。

2. [入金日 ] フィールドに“2009/1/1”と入力します。

注意   FileMaker Pro は、各コンピュータのシステムの設定で指定された日付形式を使用します。このため表示ま
たは入力の日付形式はこのチュートリアルで示す日付形式と異なる場合があります。

3. ステータスツールバーで、[演算子 ] 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。

ヒント   また、メニューから直接検索フィールドに任意の演算子をタイプすることもできます。

[入金日 ] フィールドで、検索条件が [2009/1/1...] 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“2009/6/30”と入力します。

5. [検索実行 ] ボタンをクリック、または Enter キーまたは Return キーを押します。
指定した検索条件に基づいて、2009 年の前半６か月間に会員費を支払った 6名の会員に対する 6のレコードが返
されます。

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。
３月を除く、2009 年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. [検索 ] をクリックします。

2. [入金日 ] フィールドに“2009”と入力します。

3. [新規検索条件 ] をクリックします。ステータスツールバーに、検索条件数が２と表示されます。 

範囲を選択
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4. レイアウトバーの [除外 ]をクリックして、FileMaker Pro が対象レコードに２番目の検索条件を満たすレコードを含
まないようにします。

5. [入金日 ] フィールドに“2009/3/1“と入力します。

6. [演算子 ] をクリックし、次にリストの中から [...範囲 ] を選択します。

7. 省略記号（...） のあとに [入金日 ] フィールドに“ 2009/3/31“と入力します。

8. [検索実行 ] をクリックします。
指定した検索条件に基づいて、３月を除く、2009 年に会員費を支払った 11 名の会員に対する 11 のレコードが返
されます。

後で利用する検索条件の保存
繰り返し使用する予定の複雑な検索条件を作成した場合、その検索条件を保存することができます。保存後はブラウ
ズモードまたは検索モードですばやく容易に実行できます。
最後に実行した検索条件の保存方法

1. 次のいずれかの操作を行います。
1 Windows: [検索 ] ボタンの右側の下矢印をクリックして、[現在の検索を保存 ...] を選択します。
1 Mac OS: [検索 ] ボタンをクリックし、押し続けてから、[現在の検索を保存 ...] を選択します。
最後の検索条件は、[保存済み検索のオプションを指定 ] ダイアログボックスに表示されます。 

2. [名前 :] フィールドに "2009 年入金額、３月除外 " と入力し、 [保存 ] をクリックします。

保存済み検索を使用したレコードの検索
保存済み検索の実行方法

1. ブラウズモードで、ステータスツールバーの [すべてを表示 ] をクリックします。
ステータスツールバーの円グラフが再度サンプルファイルのレコードの総数を表示します。

除外をクリック

現在の検索条件がこ
こに表示されます。
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2. 次のいずれかの操作を行います。
1 Windows: [検索 ] ボタンの右側の下矢印をクリックし、[保存済み検索 ] で、[2009 年入金額、３月除外 ] を選択
します。

1 Mac OS: [検索 ] ボタンをクリックし、押し続けてから、[保存済み検索 ] で、[2009 年入金額、３月除外 ] を選
択します。

保存済み検索で指定した条件に合致した 11 のレコードのみが再度表示されます。

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、レコードを名前順に表
示、または新しい順にソートすることが可能です。
会員の姓に基づいてレコードをソートするには、次の操作を行います。

1. レイアウトバーで、[レイアウト ] ポップアップメニューをクリックしてから [クラブリスト ] を選択します。

[クラブリスト ] レイアウトが表示されます。

2. このレイアウトによってソートの結果が見やすくなります。
竹中歩 の左側の黒いバーは、そのレコードが対象レコード内の現在のレコードであることを示しています。

3. ステータスツールバーの [ソート ] をクリックします。
[レコードのソート ] ダイアログボックスが表示されます。

4. 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。

5. 左側の使用可能なフィールドの一覧で、[姓 ] を選択し、[≫移動≫ ] をクリックします。 

ソート順を示す記号が、[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、データは昇順に表示されます。

6. [ソート ] をクリックします。 
これで、[クラブリスト ] 内の名前が姓に基づいてソートされました。現在のレコードはまだ 竹中歩で、このレ
コードは一覧のソート済みの場所に移動しています。

クラブリストを
選択します。

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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リスト形式での新規レコードの追加
対象レコードのソート後にデータベース内の各レコードを確定 (保存 ) すると、FileMaker Pro は新たに追加されたレ
コードを正しい場所に、ソートされた順序で表示します。
レコードを追加して、自動的にソートされた内容を表示するには、次の操作を行います。

1. ステータスツールバーの [新規レコード ] をクリックします。
[クラブリスト ] レイアウトに空白のレコードが表示されます。

注意   ご使用の FileMaker Pro ウインドウのサイズによっては、空白のレコードを表示するために、ウインドウを
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。

2. [姓] フィールドに "高田" 、 [名] フィールドに "一男" 、 [会社名] フィールドに "第一株式会社" 、 [会員タイプ] フィー
ルドに "新規 " とそれぞれ入力します。

3. [会員タイプ ] フィールドの外側をクリックして、データベースの新しいレコードを確定します。
新しい、現在のレコードが一覧内の姓をもとにソートされます。

4. [レコード ] メニューから [ソート解除 ] を選択します。
対象レコードをソートする前のレコードの順序に戻り、新しいレコードはリストの最後に表示されることを確認
します。これが実際にレコードがデータベースに保存されている順序です。

5. 高田一男 のレコードを選択していない場合は選択します。 

6. ステータスツールバーから [レコード削除 ] をクリックし、次に [削除 ] をクリックしてサンプルファイルからこの
レコードを削除します。

7. 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み、お
よび検索条件の保存方法について学びました。さらに、最終の対象レコードの結果をソートして新しいレコードの追
加をソート順で行いました。 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、『FileMaker Pro ユー
ザーズガイド』の第２章を参照してください。



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タイプ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
1 レコードを削除する
1 オブジェクトフィールドでデータを挿入する

データベースの作成とフィールド定義

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. [FileMaker クイックスタート ] 画面が表示されていない場合は、手順３に進みます。 
[FileMaker クイックスタート ] 画面が表示されている場合は、[データベースの作成 ] (選択していない場合 ) をク
リックし、[空のデータベースの作成 ] を選択し、[OK] をクリックします。

3. 「チュートリアル」フォルダへ移動し、このファイルを保存する場所として選択します。

4. ファイルの名前として “私のファイル .fp7”と入力し、[保存 ] をクリックします。
[データベースの管理 ] 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空のデータ
ベースが作成されます。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。

5. [フィールド名 :] ボックスで “姓”を入力します。
フィールドタイプはテキストです。
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6. [作成 ] をクリックします。

7. [フィールド名 :] ボックスで “名”を入力し、次に [作成 ] をクリックします。

8. [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。

9. [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。

10. [フィールド名 :] ボックスに“オブジェクト”と入力し、[タイプ ] リストから [オブジェクト ] を選択して、[作成 ] 
をクリックします。

11. [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。フィールドラベルでフィールド名
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。 

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。

注意   FileMaker Pro は自動的に作業中のファイルの変更を保存します。

フィールドタイプ
を指定

フィールド名
を入力

フィールド
ラベル

ここにデータを入力します
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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“2008/12/12”と入力します。
オブジェクトフィールドはここでは空欄のままにしておきます。

7. 完了したレコードはこのようになります。

次のレコードへのデータ入力
1. [新規レコード ] をクリックします。

2. 竹中歩のレコードと同様に、“斉藤一朗”が“10000”円を“2008/1/1”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。 ステータスツールバーの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。

ドラッグ &ドロップを使用したデータのコピー
1. レイアウトバーの [リスト形式 ] をクリックします。

2. [新規レコード ] を選択し、[姓 ] と [名 ] を入力します。

3. レコード 2 の [入金額 ] フィールドで、テキストを選択します。

4. ハイライトされたテキストを、レコード 3 の [入金額 ] フィールドまでドラッグしてマウスボタンを離します。

注意   テキストをドラッグできない場合は、ドラッグ &ドロップが、FileMaker Pro で無効になっている可能性が
あります。 ドラッグ &ドロップを有効にするには、[編集 ] メニューから [環境設定 ...] (Windows) または 
[FileMaker Pro] メニューから [環境設定 ...] (Mac OS) を選択します。[一般 ] タブで、[選択テキストのドラッグ &
ドロップを許可する ] を選択して [OK] をクリックしてから手順 3 と 4 を繰り返します。

5. [入金日 ] フィールドで、手順 3 と 4 を繰り返します。

6. [フォーム形式 ] に切り替えます。

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. 最初のレコードを表示します。

2. [入金額 ] の金額を選択します。 
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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。

レコードの削除
1. 作成した 3 番目のレコードに移動します。

2. [レコード削除 ] をクリックします。

3. 確認のダイアログボックスで [削除 ] をクリックします。
ステータスツールバーで 2 レコードのみがデータベースに残っていることに注意してください。

オブジェクトフィールドへのファイルの挿入
オブジェクトフィールドには、画像、QuickTime ファイル、録音したサウンドなど、データベースで管理したいどの
タイプのファイルでも保存することができます。

1. 最初のレコードを表示します。

2. オブジェクトフィールドを選択します。

3. [挿入 ] メニューから [ファイル ...] を選択します。

4. 「チュートリアル」フォルダにある「logo.gif 」を選択します。

5. [開く ] をクリックします。

ファイルを挿入すると、FileMaker Pro はオブジェクトフィールドにファイルのアイコンと名前を表示しますが、
実際のファイルの内容は表示されません。

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。

[入金額 ] フィールドでテキストが選択されています。

GIF ファイル名と
アイコンが、オブ
ジェクトフィール
ドに表示されます。
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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、変更および削除する
方法を学びました。 詳細については、『FileMaker Pro ユーザーズガイド』の第２章および第３章を 参照してください。
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『FileMaker Pro ユーザーズガイド』の 第２章と第５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 タブパネルを追加して色を変更する
1 数字フィールドの値を通貨として表示する
1 テキストのサイズ、スタイルと文字色を変更する
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

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」で学習します。

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、 フォント、フィールドの色、テキストを変更できます。また、数字または日付フィール
ドに表示されているデータの変更方法を変更できます。 たとえば、選択しているデータの表記に通貨記号を含めるた
めに数字フィールドを設定したり年、月、日に曜日を含めるように日付フィールドを設定することもできます。 
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、ファイルに入力されたままの状
態で保持されます。

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. 「チュートリアル」フォルダで「サンプル (コピー ).fp7」を開きます。

2. レイアウトバーの [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。

3. レイアウトバーの [レイアウトの編集 ] をクリックします。
ステータスツールバーにはレイアウトデザインの際に使用するツールが表示されます。レイアウトツールが表示
されていない場合は、FileMaker Pro のウインドウのサイズを変更して幅を広げます。
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4. ポインタをステータスバーとレイアウトバーの上に移動してレイアウトツールについて親しんでください。

5. 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。

6. 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。

7. [レイアウトの保存 ] をクリック後、[レイアウトの終了 ] をクリックして結果を [ブラウズモード ] で表示します。

8. ブラウズモードで、ステータスバーのブックを使用してレコード間を移動して各レコードを表示します。
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。

9. この手順３から手順８を [名 ] に対しても繰り返します。

フィールドの移動
1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

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。
次の手順でフィールドの位置を揃えます。

ヒント   もし誤って正しくないフィールドまたはタブパネルを移動してしまった場合、[編集 ] メニューから [元
に戻す 移動 ] を選択して変更を元に戻します。

3. [名 ] フィールドがまだ選択されている場合、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。

レイアウトツール

配置、整列、オブジェクト情報パレット、書式
設定バーを表示または非表示にします。

このファイル内のレイアウト数

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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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。

ヒント   レイアウトバーの  をクリックして [配置 ] パレットを表示すると配置コマンドにすばやくアクセスで
きます。

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。

7. [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ます。 

ヒント   レイアウトのデザイン中に間違った操作をしたとき、レイアウトバーの [復帰 ] をクリックすると未保存
の変更を破棄し、もう一度やり直すことができます。

レイアウトの作成が完了すると次のようになります。

8. レイアウトバーで [レイアウトの保存 ] をクリックし、[レイアウトの終了 ] を選択してブラウズモードでこの操作
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 
で説明されています。

1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. ステータスツールバーのフィールドツールをクリックして、新しいフィールドを [入金日 ] フィールドの下にド
ラッグします。

 

3. [フィールド指定 ] ダイアログボックスで、[入会年 ] を選択します。[ラベルの作成 ] を選択し、次に [OK] をクリッ
クします。
新しい [入会年 ] フィールドがレイアウトに表示されます。 新しいフィールドと [入金日 ] フィールドのサイズを同
じにするには、新しいフィールドの右ハンドルをドラックしてサイズ変更を行います。

フィールドツール
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4. [入会年 ] フィールドラベルを選択し、次に [入会年 ] フィールドの左側にまでドラッグします。
入会日フィールドラベルがレイアウト上の他のフィールドラベルの形式と一致しないことに注意してください。
この場合、[書式のコピー /貼り付け ] を使用して、ラベルの書式をコピーして他のラベルに適用します。

5. [入金日 ] フィールドラベルを選択します。

6. ステータスツールバーの [書式のコピー /貼り付け ] ツール  を選択します。
ペイントがポインタ の横に表示されるとレイアウト上の書式のコピーおよび貼り付けができるようになりま
す。

7. [入会年 ] フィールドラベルを選択します。
書式は [入金日 ] フィールドラベルの書式と同じように変更されます。

8. すべてのラベルが表示されるように、必要に応じて [入会年 ] フィールドラベルのサイズを変更します。

9. [入会年 ] フィールドを選択し、キーボードで矢印キー、配置ツール、または配置パレットを使用して [入金日 ] 
フィールドに揃うまでドラッグします。

10. [入会年 ] フィールドラベルを選択し、手順９を繰り返します。

11. [レイアウトの保存 ]、[レイアウトの終了 ] をクリックし、ブラウズモードで新しいフィールドとラベルを確認し
ます。

12. ステータスバーの [新規レコード ] をクリックします。
新しいレコードの [入会年 ] フィールドに年が入力されます。 現在の日付が、各新しいレコードの [入会年 ] 
フィールドに入力されます。

13. [レコード削除 ] をクリックし、次に [削除 ] をクリックしてファイルから空のレコードを削除します。

タブパネルの追加
1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [連絡先情報 ] タブを選択してタブパネルを選択します。 

3. [書式 ] メニューから [タブコントロール設定 ...] を選択します。

4. [タブコントロール設定 ] ダイアログボックスの [タブ名 ] で、[会員情報 ] と入力します。

5. [作成 ] をクリックし、次に [OK] をクリックします。
[連絡先情報 ] タブの右に新しいタブパネルが表示されます。

6. [連絡先情報 ] タブパネルで、[会社名 ]、[会員タイプ ]、[入金額 ]、[入金日 ]、[入会年 ] フィールドとそれぞれのラベ
ルをタブパネルの外側からドラッグを開始して選択します。

すべてのパネルの周りにハンドルが表示されます
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7. [編集 ] メニューから [切り取り ] (カット ) を選択します。

8. [会員情報 ] タブパネルを選択します。

9. [編集 ] メニューから [貼り付けレイアウトオブジェクト ] (Windows) または [ペースト ] (Mac OS) を選択します。

10. 選択されたフィールとラベルを、タブパネルの上部近くに位置するようドラッグします。

11. [レイアウトの保存 ] をクリックし、次にステータスツールバーの [レイアウトの終了 ] を選択してこの操作の結果
を確認します。

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。
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。

1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [会員情報 ] タブパネルで、[入金額 ] フィールドを選択します。

3. [書式 ] メニューから [数字 ...] を選択します。

4. [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。 
 

5. [OK] をクリックします。



36     FileMaker Pro チュートリアル
6. [レイアウトの保存 ] をクリック、次にステータスツールバーの [レイアウトの終了 ] を選択してデータの書式を確
認します。

注意   [入金額 ] フィールドで書式設定されたデータを表示するには、[会員情報 ] タブをクリックするか別のレコー
ドに移動する必要があります。

タブパネルに色を追加
ヘッダの色と合わせるために、[会員情報 ] タブパネルの色を変えます。

1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [会員情報 ] タブを選択して、このパネルを選択します。

3. [会員情報] タブを右クリック (Windows) またはコントロールキーを押しながらクリック (Mac OS) で [塗りつぶし色] を
選択し、次に [その他の色 ...] を選択します。

4. [カラー ] ダイアログボックスで赤、緑、および青の値に 238を入力し、 [OK] をクリックします。 

注意   Mac OS の場合、[カラーつまみ ] アイコン  を選択して、値を入力する一覧から [RGB つまみ ] を選択しま
す。

[会員情報 ] タブパネルの色がヘッダの色と同じになります。

テキストのサイズと文字色の変更
1. レイアウトモードから、ステータスツールバーの選択ツール  を選択します。

2. “The Corporate Travelers Club”のテキストをクリックして、テキストブロックを選択します。
 

3. [書式 ] メニューから [文字 ...] を選択します。
[文字書式 ] ダイアログボックスが表示されます。

4. [サイズ :] の一覧からその他 ...を選択し、“25”と入力します。[OK] をクリックします。

5. [文字色 :] は青を選択し、[スタイル ] は [斜体 ] を選択します。 

6. [OK] をクリックします。

スタイルの斜体を選択

サイズに 25 を入力  

青を選択
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レイアウトへのグラフィックの追加
次に、クラブの名前の横にロゴを追加します。

1. “The Corporate Travelers Club” のテキストの左で、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。

2. [挿入 ] メニューから [ピクチャ ...] を選択します。

3. 「チュートリアル」フォルダを開きます。

4. [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。

5. [開く ] をクリックします。

6. 必要な場合は、ロゴとテキストブロックをドラッグして移動します。

7. [レイアウトの保存 ] をクリック、次にステータスツールバーの [レイアウトの終了 ] を選択して完成したレイアウ
トを確認します。

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、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
オブジェクトを自由に配置する操作を行い、タブパネルを使用して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およびスタイルを適用することができます。
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。 



38     FileMaker Pro チュートリアル



レッスン 6 

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

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カテゴリが含まれます。 

1. 「サンプル (コピー ).fp7」 を開きます。

2. レイアウトバーの [レイアウトの編集 ] をクリックします。

3. ステータスツールバーの [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、“会員リスト”と入力します。

5. 新しいレイアウトタイプとして [リスト /レポート ] を選択し、[次へ ] をクリックします。

6. [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。

7. 一覧に表示するには、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が [レイアウトに配置するフィールド ] の一覧に移動します。 

8. [次へ ] をクリックします。

9. ”姓”、[移動 ] をクリックし、FileMaker Pro にレコードが姓の順番に並ぶように指示します。

10. [次へ ] をクリックします。

11. [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。
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12. 残りの次の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。

13. [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
アウトはブラウズモードのリスト形式で表示されます。作成されたレイアウトは、レイアウトバーの [レイアウ
トポップアップ ] メニューの中で表示されます。 

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. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [新規レイアウト /レポート ] をクリックします。

3. [レイアウト名 :] に、“ラベル”と入力します。

4. 新しいレイアウトタイプとして [ラベル ] を選択します。

5. [次へ ] をクリックします。

6. [標準ラベル :] から [A-one 28171] を選択します。

7. [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 ] エリアに表示されます。 フィールド名周辺の山カッコは、マージフィールドであるこ
とを表し、データ (この場合は、レコード内の郵便番号のデータ ) がラベルに表示されます。入力可能な位置で
挿入ポイントが点滅します。
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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。
ラベルの内容は次のように表示されます。

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。
ラベルレイアウトのページがどのように印刷されるかを確認できます。
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
前の間を詰めて表示します。
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14. ラベルレイアウトの変更の確認を終了したら、レイアウトバーの [プレビューの終了 ] をクリックしてレイアウト
モードに戻ります。

手紙のテンプレートの作成

手紙テンプレートのレイアウトについて
FileMaker Pro での定型書簡は、テキストを含んでいるレイアウトです。この手紙ではマージフィールドを含むため、
宛名と社名に必要な会社情報が手紙の本文に表示されます。グラフィックは Travel Club のロゴを含めます。

１ページの空白レイアウトの作成
レイアウトモードの状態から次の処理を行います。

1. [新規レイアウト /レポート ] をクリックします。

2. [レイアウト名 :] として“お礼状”と入力します。

3. 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。

4. [完了 ] をクリックします。
この手紙はヘッダまたはフッタを使用しませんので、削除します。

5. 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。

6. [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。

7. [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。
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 ]タ
ブのラベルをもう少し下げます。 

8. [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。

9. 画面下部にあるスクロールバーを使用して右側には縦方向に太い点線が表示されるまで数センチ右側にスクロー
ルします。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。

10. 一番左側までスクロールして元に戻します。

11. レイアウトの最上部までスクロールします。

[ボディ ]タブ ページの境界線
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テキストブロックの作成
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. ステータスバーのテキストツール  を選択します。 

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。 

宛名の追加

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。
1 Windows:  キーボードの Shift キーの上にある Enter キーを押します。
1 Mac OS: 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。

文章の入力

1. Enter キー（Windows）または return キー（Mac OS）を２回入力して、差出人の後に空白行を２行作成します。

2. “前略”と入力し、再度改行を入力します。

3. 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。
"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。"
 
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。
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フィールドに名前などの単語が含まれている場合は、スペルチェックにより誤った単語として表示されます。特別な
フィールドではスペルチェックをオフにできます。

会社名の文章のカスタマイズ
1. 最初の段落の「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. "の " を入力します。

結びのことばの追加
1. 文末をクリックし、改行を入力します。

2. "草々 " を入力します。 

3. データベース内の各レコードで、個人の手紙の印刷準備を確認するには、ステータスツールバーの [レイアウトの
保存 ] をクリックし、次に [レイアウトの終了 ] を選択します。 

4. レコードをブラウズしてマージフィールドの表示を確認します。レターヘッドにロゴを追加する方法については、
37 ページの「レイアウトへのグラフィックの追加」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 FileMaker Pro ユーザーズガイドの第３章を参照してください。特別なフィールドでスペル
チェックをオフにする方法については、FileMaker Pro ヘルプ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
解除します。
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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

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
に入力する上での有効的な手段です。

値一覧の定義
1. 「サンプル (コピー ).fp7」を開きます。

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. [ファイル ] メニューの [管理 ] サブメニューから [値一覧 ...] を選択します。

4. [作成 ...] (Windows) または [新規 ...] (Mac OS) をクリックします。

5. 新規の値一覧名として“会員タイプ”と入力します。

6. [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。 

7. [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。

8. [OK] をクリックして終了します。

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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フィールドに値一覧を割り当てラジオボタンとして表示する設定方法
1. レイアウトバーの [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. まだ表示されていない場合は、[会員情報 ] タブを選択します。

3. [会員タイプ ] フィールドを選択します。

4. [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。

5. [表示形式 :] で、[ラジオボタンセット ] を選択します。

6. [次の値一覧の値を表示 :] で、[会員タイプ ] を選択します。
これは前セクションで定義した値一覧です。

7. [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。

8. [レイアウトの保存 ] をクリックし、[レイアウトの終了 ] をクリックしてブラウズモードに切り替えて値一覧とボタ
ンを確認します。

計算フィールドでの値の生成
計算を行うために FileMaker Pro を使用する場合、たとえば、消費税の計算や支払い金額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。
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。

[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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計算フィールドの作成
The Corporate Travelers の会員は年会費を支払っています。 新規会員は 20,000 円 、継続会員は 10,000 円 を支払います。
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。
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、[会員タイプ ] フィールドに入力された値を会員タイプの１つと比較するために If 論理式を使用します。
２つの結果のうち１つが返されます。 

1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [会員情報 ] タブパネルを選択して、手前に移動します。

3. ステータスツールバーの [管理 ] をクリックし、次に [データベース ...] を選択します。

4. [データベースの管理 ] 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。

5. [フィールド名 :] に“会員費”と入力します。

6. [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。 

7. [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。

8. [計算式の指定 ] ダイアログボックスの右上にある関数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。 この関数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。
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。

9. [条件式 ] を選択し、以下を表示されているとおりに入力します。
会員タイプ = " 継続 "

10. [結果１ ] を選択し、“10000”と入力します。

11. [結果２ ] を選択し、“20000”と入力します。

[計算 ] を選択します。 

フィールドの一覧

計算結果のデータのタイプ
を確認します。

関数の一覧

この 3か所を
実際の要素 
で置き換え 
ます。
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12. [計算結果 :] が [数字 ] に設定されていることを確認します。 

13. [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、特にスペースやコンマなどが上の式と同じかどうか確認
します。

14. [OK] をクリックして、[データベースの管理 ] ダイアログボックスを閉じます。 
[会員費 ] フィールドが、[会員情報 ] タブパネル下のレイアウト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。

15. [会員費 ] フィールドとそのラベルを選択し、[入会年 ] フィールドの下にドラッグします。

16. [会員費 ] ラベルの書式設定は、サンプルデータベースのその他のラベルの書式設定と同じではありません。

17. [会員費 ] ラベルを選択します。

18. [書式 ] メニューから [文字 ...] を選択します。

19. [サイズ ] は 12、[スタイル ] は [標準 ]、[文字色 ] はダークグレーを選択します。

20. [OK] をクリックします。

ヒント   ステータスツールバーの [書式のコピー /貼り付け ]  を使用してレイアウトオブジェクトの書式をす
ばやくコピーおよび貼り付け (ペースト ) できます。

これにより、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。

計算式の確認方法
計算が機能するかどうか確認するには、レイアウトを保存、終了し、[会員情報 ] タブに切り替えて、[会員タイプ ] 
フィールドで [継続 ] に値を変更します。[会員費 ] フィールドの結果は、会員タイプを変更すると変わります。

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場合に増加していく数のような特定タイプのデータを自動的に入力でき
ます。

シリアル番号フィールドの作成
1. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [ファイル ] メニューの [管理 ] サブメニューから [データベース ...] を選択します。

3. [データベースの管理 ] 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。 

完成した
計算式
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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. フィールドとフィールドタブを [会員情報 ] タブパネル上にドラッグして、[書式のコピー /貼り付け ]  を使用し
てこのレイアウト上の他のラベルと一致するように書式を再設定します。

11. [レイアウトの保存 ] をクリックし、[レイアウトの終了 ]をクリックしてブラウズモードに切り替えます。[会員情
報 ] タブに切り替えて、次にブラウズモードに切り替え、[会員タイプ ] フィールドで [継続 ] に値を変更します。
[会員情報 ] タブパネルを選択します。

12. ステータスツールバーから [新規レコード ] を数回クリックして、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。

13. データベースで作成したすべてのレコードを削除します。
14. 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、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タスクを実行する
1 新しく作成した簡潔なスクリプトを使用して複数のタスクを実行する
1 ボタンを使用してスクリプトを実行する

ボタンを使用した処理の実行
ボタンと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 のコマンドが実行で
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。

ボタンの作成
1. 「サンプル (コピー ).fp7」を開きます。

2. [データ入力 ] が選択されていない場合、レイアウトバーのレイアウトポップアップメニューから選択します。

3. レイアウトバーの [レイアウトの編集 ] をクリックします。

4. ボタンツール  を選択します。

5. レイアウトの上部にボタンを描きます。

6. [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。

7. [オプション ] 領域で、[クラブリスト ] レイアウトを選択します。

8. 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。

9. [OK] をクリックします。

10. ボタンの中央でカーソルが点滅しています。[クラブリスト ] と入力してボタンに名前を付けます。

ここにボタンを配置します。

[クラブリスト ]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。
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11. 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、[レイアウトの保存 ] と [レイアウトの終了 ] をクリックし、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、[クラブリスト ] 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。

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。

ラベルレイアウトをプレビューするスクリプトの作成
1. [スクリプト ] メニューから [スクリプトの管理 ] を選択します。

2.  をクリックして新しいスクリプトを作成します。 

3. [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。

4. [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
ブルクリックして選択や移動をすることもできます。）

5. [スクリプトステップオプション ] 領域の [指定 :] で [ラベル ] レイアウトを選択します。

6. 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
ているスクリプト上に移動します。 

7. [スクリプトの編集 ] ダイアログボックスを閉じ、[保存 ] をクリックして [スクリプトの管理 ] ダイアログボックスを
閉じます。

8. 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。
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. レイアウトバーの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. [プレビューの終了 ] をクリックしてからレイアウトバーの [レイアウトの編集 ] 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。

完成したスクリプト
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5. [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。

6. 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。

ボタンの名前変更
1. ステータスツールバーのテキストツール  を選択します。

2. ボタンを１回クリックします。 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。

ボタンの確認
1. [レイアウトの保存 ]、[レイアウトの終了 ] をクリックしてブラウズモードに切り替え、ボタンをクリックしてスク
リプトを確認します。
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. [ファイル ] メニューから [閉じる ] を選択し、「サンプル (コピー ).fp7」 を閉じます。

3. 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。

[スクリプト実行 ] を選択
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レッスン 9 

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。レポートでは、情報は小さなグ
ループには分割されず、全てのデータが表示されます。集計レポートの小計レポートでは、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の作成、レコードを追加した際の集計値の動的な更新を表示する
1 Adobe PDF ファイルとしてレポートを保存し、電子メールの添付ファイルとして送信する

集計レポートの作成

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. 「サンプル (コピー ).fp7」を開きます。

2. レイアウトバーの [レイアウトの編集 ] をクリックします。

3. ステータスツールバーの [新規レイアウト /レポート ]をクリックします。

4. [レイアウト名 :] に“会員タイプ別レポート”と入力します。

5. 新しいレイアウトタイプとして [リスト /レポート ] を選択します。

6. [次へ ] をクリックします。
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7. [集計レポート ] を選択します。

8. [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。

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。
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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. [姓 ] のフィールドを移動します。 
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に基づいてソートされます。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て [次へ ] をクリックし、完成した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. [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。

3. 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。

4. [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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5. [次へ ] をクリックします。

スクリプトを作成して再度レポートを実行する

1. [スクリプトを作成する ] を選択します。

2. [スクリプト名 :] を表示されているままにしておき、[次へ ] をクリックします。

3. レコードの表示ならびに編集のための [ブラウズモードでレポートを表示してレコードを表示 /編集 ] が選択されて
いない場合にはクリックします。

4. [完了 ] をクリックします。 

画面上で集計データを表示するためにリスト形式にします。徴収された会費は各会員のタイプ別に会員名の下に
小計が、すべての会費の総計がレポートの最下部に表示されます。

注意    前のレッスンで学習した内容によっては、完成したレポートは次に表示されるレポートとは異なります。

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。

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。

ページ番号の入力位置。
実際のページ番号は、 
レポートの印刷時および
プレビューモードで表示
されます。
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作成する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

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. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

2. [新規レイアウト /レポート ] をクリックします。

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 [リスト /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。

4. [入金額 ] フィールドを選択して移動します。[次へ ] をクリックします。

5. [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 ] の一覧へ移動
し、[次へ ] をクリックします。

6. [姓 ] フィールドを 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に基づいてソートします。

7. [次へ ] をクリックします。
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小計および総計を指定する
集計フィールドは、フィールドを定義する際に指定することができるフィールドタイプです。 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サンプルファイルで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。

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。
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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、完成した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再度レポートを実行する

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. [ブラウズモードでレポートを表示してレコードを表示 /編集 ] 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。 

ブラウズモードのリスト形式で画面上に集計データが表示されます。会員タイプ別に徴収された会費の小計が会
員名の下に表示され、すべての会費の総計がレポートの最下部に表示されます。

注意    前のレッスンで学習した内容によっては、完成したレポートは次に表示されるレポートとは異なります。

更新した集計値を表示するためにレコードを削除する
ブラウズモードのリスト形式または表形式で作業中、データの値が追加または変更された場合、FileMaker Pro は自動
的に集計値を更新します。
レコードの削除および集計値を表示することで動的に更新されます。

1. 「山田幸子」のレコードを選択します。

小計

総計
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2. [レコード削除 ] をクリックし、次に [削除 ] をクリックします。
新しい会員の小計および総計が更新後の値で表示されます。

PDF ファイルとしてのレポートの保存と送信
レポートを確認した後、レポートを Adobe 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。

1. [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。

2. 保存する場所に「チュートリアル」フォルダを選択します。

3. ファイルの名前として“会員費別レポート”と入力します。

4. [保存 ] には [対象レコード ] を選択します。

5. [ファイルを添付した電子メールの作成 ] を選択します。 

6. [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。

ヒント   電子メールのウインドウから添付ファイルをダブルクリックすると PDF 形式のレポートを表示できます。

7. 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。 またデータベースにレコードを追加し
て小計値を自動的に更新して表示しました。PDF ファイルとしてレポートを保存し、電子メールの添付ファイルと
して送信できます。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。

「山田幸子」のレコード
を選択します。
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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。一度データを入力すると、関連テーブルや
ファイルのデータを表示し使用できます。
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。 

ファイル内の関連レコードの表示

別のテーブルに対するリレーションシップの定義
1. 「サンプル (コピー ).fp7 」を開きます。
ファイルはテーブルを含んでいますが、リレーショナル構造ではありません。 ここでリレーショナル構造の設定
を行います。 

2. [ファイル ] メニューの [管理 ] サブメニューから [データベース ...] を選択します。

3. [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。

4. 「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。 
[会社名 ] フィールドは照合フィールドです。

5. 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。
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このリレーションシップは、両方のテーブルにある [会社名 ] フィールドの値の照合作業に基づいています。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。

6. [OK] をクリックします。

関連レコードからのデータの表示
リレーションシップを定義したら、そのリレーションシップを使用してデータを表示す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。

1. レイアウトポップアップメニューから [会社情報 ] を選択します。

2. レイアウトバーから [レイアウトの編集 ] を選択します。

3. ステータスツールバーのフィールドツール  を使用して、レイアウト上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（::）
は現在作業中のファイ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、(まだ選択されていない場合 ) [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。

9. レイアウトバーの [レイアウトの保存 ] をクリックし、[レイアウトの終了 ] をクリックしてブラウズモードに戻り、
ステータスツールバーのブックアイコンをクリックしてレコード間を移動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表示
リレーションシップは双方向です。「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。 次に、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。 

照合レコードを表示するポータルの作成
関連フィールドからデータを表示するため、レイアウトで [ポータル ] を追加できます。
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1. 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。 
ここでは、このレッスンで前に定義した [会員 ] テーブルへのリレーションシップを使用しますが、リレーション
シップは関連レコードを作成できるように編集する必要があります。

2. [ファイル ] メニューの [管理 ] 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。

3. 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。

4. ダイアログボックスの下の [会員 ] 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。

5. [OK] をクリックします。もう一度 [OK] をクリックして、[データベースの管理 ] ダイアログボックスを閉じます。

6. ブックアイコンやスライダを使用し、最初の会社レコードに移動します。(株式会社いろは )

7. [レイアウトの編集 ] をクリックします。

8. ステータスツールバーのポータルツール  を選択しレイアウト上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. [垂直スクロールバーを表示 ] を選択します。

11. [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。

12. [OK] をクリックします。

ポータルにフィールドを追加
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。

このチェック
ボックスを選択
します。
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5. [レイアウトの保存 ] をクリックし、次に [レイアウトの終了 ] をクリック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。
新規会員を追加すると、リレーションシップにより、[会員 ] テーブルでレコードが自動的に作成されます。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。

7. 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、『FileMaker Pro ユーザーズガイド』の第４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。

会員の一覧が表示
されます。
関連テーブル

ここをクリックして
この会社の新規会員
を入力します。
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データの共有と交換

FileMaker Pro、FileMaker Server を使用するネットワーク上、インスタント Web 公開を使用するインターネット経由
でデータを共有できます。 他のアプリケーションからの FileMaker Pro ファイルのインポートまたは FileMaker Pro ファ
イルからその他のアプリケーションへのエクスポートを行ったデータの共有もできます。
このレッスンの内容は次のとおりです。
1 FileMaker Pro ファイルのネットワーク共有の有効化
1 FileMaker Pro ファイルへのデータのインポート方法

データの共有について
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、９人の 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。ネットワーク
上で 10 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、最大 250 人のユーザが同時に
ファイルへアクセスできます。
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。
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 とその他のアプ
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。 データのインポートまたはエクスポートをする場合には、データはインポートまたはエク
スポート先のファイルにコピーされますが、アプリケーション間で共有はされません。

FileMaker ネットワーク共有の有効化
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 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。 

重要   FileMaker Pro ライセンス契約は、FileMaker Pro がインストールされている別のコンピュータごとにライセンス
を購入する必要があります。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。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、スクリプト、レイアウトへの変更はすべて、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、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順、印刷設定は、各ユーザに対して
個別に設定されます。
FileMaker ネットワーク共有を有効にするには、次の操作を行います。

1. 「サンプル (コピー ).fp7」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。 アカウント、パスワード、アクセス権の設定については、レッスン 12で学
びます。

2. [ファイル ] 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。

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 ] をクリックします。
[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. [サンプル (コピー ).fp7] が選択されています。

5. [ファイルへのネットワークアクセス ] で、[すべてのユーザ ] を選択します。

6. [OK] をクリックします。 

注意   Windows の場合 : FileMaker Pro の共有を有効にするとオペレーティング システムからセキュリティ警告を
受ける場合があります。

サンプル (コピー ) は、コンピュータにホストされています。 ネットワーク上でユーザがこのファイルを使用できる
ようにファイルを開いておく必要があります。 

共有ファイルの開き方
ユーザが使用しているコンピュータ以外に、ファイルがネットワークコンピュータに保存されている場合は共有ファ
イルと認識されます。 ホストが共有ファイルを開いた後に、最高 9 人がクライアントとして共有ファイルを開くこと
ができます。
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. [表示 :] で、[ローカルホスト ] を選択してホストの一覧を表示します。

注意    コンピュータがネットワーク上にない場合、またはホストされている FileMaker Pro ファイルがない場合は、
ファイルは、[共有ファイルを開く ] ダイアログボックスに表示されません。 

クリックしてネットワー
ク共有を有効にします。

[サンプル ( コピー ).fp7] へのアクセスレベルを選択します。
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3. ホストを選択し、次にファイルを選択します。

4. [開く ] をクリックします。
ホストコンピュータでのファイル共有設定により、共有ファイルを開く際にアカウント名、パスワード、および
ドメイン名（Windows のみ ) を入力する必要がある場合があります。

5. 開いているすべてのリモートファイルを閉じます。

データ交換について
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。次の操作を行うことができます。 
1 FileMaker Pro ファイルの新規テーブルまたは既存のテーブルのいずれかにデータをインポートする
1 ODBC データソースでデータを共有する
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

データの保存と送信
FileMaker Pro データを Microsoft Excel ファイルや Adobe PDF ファイルとして保存することができます。これにより、
FileMaker Pro を持っていないユーザへデータを提供できるようになります。 FileMaker Pro では、ファイルを保存する
時に、Excel ファイルや PDF ファイルを電子メールで送ることができます。 Excel または PDF として保存するスクリ
プトも作成できます。
FileMaker Pro は、１人または複数の受信者に電子メールのメッセージを送信することができます。 手動で受信者、
メッセージのタイトルなどを入力できます。または、フィールドや計算からの値を使用できます。電子メールを送信
するためのスクリプトの作成もできます。

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のフォーマット
ほとんどのアプリケーションは、独自のファイルフォーマットでデータを保管しますが、ほとんどの場合共通の
フォーマットを使用して情報の交換もできます。 たとえば、FileMaker Pro では、Microsoft Excel、タブ区切りテキス
ト形式 (タブ )、コンマ区切りテキスト形式 (csv)、XML、およびその他の形式のファイルをインポート /エクスポー
トできます。
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 とその他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。

重要   ほとんどのファイルフォーマットは、フォント、サイズ、スタイル、文字色などの形式はインポート /エクス
ポートしません。

ホストの一覧を表示する
ために選択します。

開くファイルを選択し
ます。

開くファイルをホストしている
コンピュータを選択します。

または、開くファイル
のネットワークパスを
入力します。

一覧から検索するに
は、探しているファイ
ル名の一部を入力しま
す。
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データのインポートについて
既存ファイルにデータをインポートするいくつかの方法があります。次の操作を行うことができます。
1 既存テーブルに新レコードを追加する
1 インポートデータから新テーブルを作成する
1 既存テーブルの既存レコードを更新する
1 既存テーブル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操作、および一致するレコードを更新する操作を選択した場合、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、レコードを更新す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。 

サンプルファイルへのデータのインポート
1. 「サンプル (コピー ).fp7」を開き、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. [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 ...] を選択します。

3. [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 ] (Windows) または [すべて ] 
(Mac OS) を選択します。次に、チュートリアルフォルダの中の「私のファイル .fp7」を選択します。
私のファイル .fp7 は、レッスン 4 で作成したファイルです。これはインポート元ファイルです。

4. [開く ] をクリックします。
[フィールドのインポート順 ] ダイアログボックスが表示されます。

5. [インポート先 :] では、[現在のテーブル (「会員」)] を選択します

6. [インポート方法 ] で、[新規レコードとして追加 ] を選択します。

7. [インポート元 ] の [姓 ]フィールドが、[インポート先 ] の [姓 ] フィールドと同じ行であることを確認します。 
スライダ  を使用してフィールドを上下に移動できます。ポインタを上下方向の矢印  の上に移動しスライダを
有効にします。

8. [名 ] についても、手順 7 を繰り返します。

9. フィールド間に  が表示されていることを確認します。
一致するフィールド間で  が表示されない場合、  をクリックして設定を変更します。 
残りのフィールドには、  を設定します。 これらのフィールドのデータは、インポート先ファイルにインポート
されません。

インポートする
インポート元ファイル

インポート元ファイル
のフィールド

インポート先ファイル
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

インポートするインポート先ファイル
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10. [インポート ] ボタンをクリックします。

11. [インポートオプション ]ダイアログボックスで、[インポート ]を選択します。

12. [インポートの概要 ] ダイアログボックスで、[OK]を選択します。
姓名データを含む私のファイル .fp7 のレコードが、サンプル (コピー ).fp7 に追加されます。 現在の対象レコード
は、新しくインポートされたレコードを含んでいます。 インポートされたデータを確認するため新しいレコード
をブラウズします。 ファイルのすべてのレコードを確認するには、ステータスツールバーから [すべてを表示 ] を
選択します。

13. 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、FileMaker Pro を使用してファイルの共有を有効にする方法と FileMaker Pro ファイルにデータを
インポートする方法を習得しました。 FileMaker Pro のデータの共有とインポートの詳細については『FileMaker Pro 
ユーザーズガイド』の第５章、または FileMaker Pro 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につ
いての情報は、「FileMaker インスタントWeb 公開ガイド」を参照してください。
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レッスン 12 

FileMaker Pro でのデータの保護

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、データ保護のためには FileMaker Pro 
アカウントとアクセス権を使用します。 FileMaker Pro では、アカウントとパスワードを定義することでファイルを保
護する際に、ユーザがアクセスできるファイルを制限します。 ユーザが入力するアカウントとパスワードにより、ど
のアクセス権セットが使用されるかを決定します。 これらのアクセス権セットは、ユーザがファイルに対して実行可
能な操作を制限します。
このレッスンの内容は次のとおりです。
1 アカウント、パスワード、アクセス権セットのデータ保護方法
1 アカウント、パスワード、アクセス権セットの作成方法

アカウントとパスワードの作成

アカウントについて
アカウントを使用して、保護されたファイルを開く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。 アカウントは、ユーザごとに設定したり、「マーケティング」アカウントなど、グ
ループ間で共有するアカウントを作成できます。 共有アカウントは、維持するアカウントを少なくする際に便利です
が、データベースファイルへの個別のアクセス記録は残りません。1つのアカウントを複数のユーザで共有するより
も多くのアカウントを作成する方がより安全です。 パスワードは大文字と小文字は区別されますが、アカウント名で
は区別されません。
データベースを作成する場合は、２つのあらかじめ定義されているアカウント（Admin アカウントとゲストアカウン
ト）と、３つのあらかじめ定義されているアクセス権セット（[完全アクセス ]、[データ入力のみ ]、[閲覧のみアク
セス ]）が作成されます。
Admin アカウントにパスワードは割り当てられていませんが、[完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てられて
いるので、ファイルへのすべてのアクセスが許可されています。 ゲストアカウントでは、ユーザは、アカウント名と
パスワードを入力せずにファイルを開くことができますが、[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。

あらかじめ定義されたアカウント用のパスワードとアクセス権は変更できます。
アカウントとパスワードを作成するには、次の操作を行います。

1. 「サンプル (コピー ).fp7」を開きます。

2. [ファイル ] メニューの [管理 ] 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 ]タブで、[作成 ...] (Windows) または [新規 ...] (Mac OS) をクリックします。

4. [アカウントの認証方法 :] で、[FileMaker] を選択します。

5. [アカウント :] で、[Le Nguyen] と入力します。

あらかじめ定義され
ているアカウント

カスタム
アカウント
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6. [パスワード :] で、[lnguyen] を入力します。

注意   セキュリティ上の理由から、パスワードテキストは、FileMaker Pro に表示されません。 アカウントを設定す
る時に入力するパスワードをメモし、各ユーザにパスワードを渡してください。 忘れた場合のため、安全な場所
にパスワードを保管し、盗まれないようにしてください。

7. [ユーザは次回ログイン時にパスワードの変更が必要 ] チェックボックスを選択します。
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。代わりに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ます。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。

8. [アカウントのステータス :] で、[アクティブ ] を選択します。

9. [アクセス権セット :] で、[閲覧のみアクセス ] を選択します。[説明 :] で、"カスタマサービス代理 " と入力します。

10. [OK] をクリックします。

11. 新しいアカウントがデフォルトのゲストアカウントと Admin アカウントと共に一覧表示されます。

12. [OK] をクリックします。
サンプルファイルの Admin アカウントがパスワード保護されていないことを示す警告メッセージが表示されま
す。 FileMaker Pro を続ける前にこの設定を確認する必要があります。

13. 警告メッセージを閉じるには、[許可 ] をクリックします。
[完全アクセスでのログインの確認 ] ダイアログボックスが表示されます。

14. [完全アクセスアカウント :] では、[Admin] を入力します。[パスワード :] は、ブランクにしておき、[OK] をクリッ
クします。

注意   セキュリティ上の理由から、作成するファイルの Admin アカウントは常にパスワードで保護してください。

アクセス権セットの作成

アクセス権セットについて
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のレベルを指定します。 さらに、FileMaker Pro 
は、ファイルに対する共有オプションを決定する拡張アクセス権セットを許可します。 

あらかじめ定義されたアクセス権セット
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つのあらかじめ定義されたアクセス権セットがありま
す。
1 [完全アクセス ] は、ファイルへのアクセスと変更を許可します。
1 [データ入力のみ ] は、データの表示と入力のみを許可します。
1 [閲覧のみアクセス ] は、データの表示を許可しますが変更はできません。

このアカウント
設定を指定する
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各データベースでは、[完全アクセス ] アクセス権セットに、少なくとも 1 つのアカウントが必要です。 セキュリティ
上の理由から、このアカウントにはパスワードが必要です。 拡張アクセス権セットの有効または無効を除いて、あら
かじめ設定されたアクセス権セットの変更または削除はできませんが、あらかじめ設定されたアクセス権セットの複
製や別の方法で使用するための変更ができます。

カスタムアクセス権セット
FileMaker Pro であらかじめ定義されたアクセス権セットは、共通タイプのデータアクセスを提供しますが、独自のア
クセス権セットを作成することでデータベースの特別な項目へのアクセスを制限できます。たとえば、レイアウトの
表示、利用可能なメニュー、印刷の許可などの項目です。 

拡張アクセス権セット
拡張アクセス権セットは、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、またはデータベースを Web ブラウザで表示するこ
とを許可するかなどです。

カスタムアクセス権セットの作成
年間のある時期には、派遣スタッフが業務を担当することも想定してください。 派遣スタッフは、データにアクセス
する必要がありますが、データベースの情報を印刷またはエクスポートできないようにする必要があります。 派遣ス
タッフには、印刷のためのアクセスやデータのエクスポートは許可しないように特別なアクセス権セットを作成でき
ます。

1. [ファイル ] メニューの [管理 ] 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. [アクセス権セット ] タブをクリックします。

3. [データ入力のみ ] アクセス権セットを選択し、次に [複製 ] をクリックします。
[データ入力のみコピー ] が選択されています。

4. [編集 ...] をクリックします。

5. [アクセス権セットの名前 ] で、[派遣スタッフ ] を入力します。

6. [説明 ] で、[印刷、エクスポートを許可しない ] を入力します。

7. [印刷を許可 ] と [エクスポートを許可 ] を解除します。

あらかじめ
定義された
アクセス権
セット



76     FileMaker Pro チュートリアル
注意   データベーの共有設定を設定している場合、たとえば、ネットワーク上やインスタント Web 公開などを設
定する場合は、[アクセス権セット ] ダイアログボックスで [拡張アクセス権 ] が有効になります。

8. [OK] をクリックします。
[派遣スタッフ ] が、アクセス権セット一覧に表示されます。 このアクセス権セットは、1 つまたは複数のアカウ
ントで使用できます。

9. [OK] をクリックします。

10. 警告メッセージを閉じるには、[許可 ] をクリックします。
[完全アクセスでのログインの確認 ] ダイアログボックスが表示されます。
[完全アクセスアカウント :] で [Admin] を入力します。[パスワード :] は、ブランクにしておき、[OK] をクリック
します。

11. 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。

詳細情報
このレッスンでは、アカウントの作成、パスワードの設定、アクセス権セットの割り当ての方法を学びました。 カス
タムアクセス権セットの作成方法、また特別なビジネスで使用する方法についても学びました。 アカウント、パス
ワード、アクセス権セットを使用したデータベースの保護の詳細については、「FileMaker Pro ユーザーズガイド」と 
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

ここに拡張アクセス権セットが
表示されます。

[印刷を許可 ]と
[エクスポートを許可 ] 
を解除します。
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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: 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: 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。 1 つしかない最新のバックアップファイルを誤って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 1つの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、あるいは損傷ファイルの修復については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。 
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