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第 1 章 
FileMaker Proの概要

FileMaker® Pro は、定評のあるワークグループデータベースソフトウェアで、ビジネスのニーズに合ったソリュー
ションをすばやく作成および共有することができます。強力な機能と、幅広いプラットフォームのサポート、使いや
すいインターフェースにより、FileMaker Pro は、人やプロジェクト、情報を追跡管理する必要があるどのユーザに
とっても不可欠なソフトウェアです。

このガイドについて
この『ユーザーズガイド』では、FileMaker Pro の機能の概要と、FileMaker Pro を使用した最も一般的な作業の詳し
い操作手順を説明しています。この製品のより高度な機能の詳細については、FileMaker Pro ヘルプを参照する必要
がある場合があります。

FileMaker Pro に付属するドキュメントの使用
FileMaker Pro に付属するドキュメントでは、効率的な作業のための学習方法、インストール手順、オンラインヘル
プなどが提供されています。

次のマニュアルが含まれます。

1 『FileMaker Pro ユーザーズガイド』（本マニュアル）：主要な概念や基本的な操作手順について説明します。

1 『インストールおよび新機能ガイド』：現在のバージョンのインストール手順および新機能の情報が含まれています。
1 『FileMaker Pro チュートリアル』には、FileMaker Proデータベースの作成方法および使用方法を学ぶためのレッ
スンが手順ごとに含まれています。

1 『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』：ユーザがイントラネットやインターネット上で Web ブラウザを使用
してアクセスできる FileMaker Pro データベースを作成する方法について説明します。

1 『FileMaker ODBC と JDBC ガイド』：FileMaker ソフトウェアを ODBC クライアントアプリケーション、および 

ODBC および JDBC アプリケーションのデータソースとして使用する方法について説明します。

PDF 形式のマニュアルの場所

FileMaker マニュアルの PDF にアクセスするには

1 FileMaker Pro の [ヘルプ ] メニュー > [製品マニュアル ] を選択

1 その他のマニュアルについては、http://www.filemaker.co.jp を参照してください。
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オンラインヘルプ

FileMaker Pro ヘルプでは、FileMaker Pro の機能について、あらゆる情報を網羅した手順ごとの操作が説明されてい
ます。ヘルプは、FileMaker Pro の [ヘルプ ] メニューから開くことができます。

ヘルプにアクセスするには、次の３つの方法があります。

1 ヘルプの目次を参照して、タイトルでトピックを見つける

1 キーワードを入力して特定のトピックを検索する

1 F1 キー（Windows）または 2-?（Mac OS）を押して、現在表示されているダイアログボックスに関する情報を参
照する

テンプレート、サンプル、およびその他の情報

FileMaker Pro には、すぐに利用できる「Starter Solution」というデータベーステンプレートファイルが付属します。
Starter Solution は、新しい FileMaker Pro 機能を最大限利用し、ニーズに合わせて効率的なデータベースソリュー
ションを作成することを支援します。データベースの作成を開始する場合は、テンプレートの一覧で、ニーズに合う
テンプレートが用意されているかどうかを確認してください。

「日本語エキストラ」フォルダには、XML のサポートなどの特定の機能に役立つリファレンスやサンプルが含まれて
います。

FileMaker の Web サイト www.filemaker.co.jp では、詳細情報、ヒント、およびデータベースに関するアイデアを入
手することができます。

推奨するマニュアル
次の表は、FileMaker Pro で特定の作業を行う方法を学ぶ際に、これらのマニュアルを効果的に使用するための推奨
事項を示します。

メモ   FileMaker Pro Advanced を使用してデータベースを開発した場合、レイアウトオブジェクトにカスタマイズさ
れたメニューかポップアップヘルプが表示されることがあります。これらの機能の概要についてはヘルプを参照して
ください。

ユーザの種類 推奨するマニュアル

データ入力担当者 本ガイドの第２章「データベースの使用」

小規模な企業の経営者や教育担当者
（最初は基本的なデータベースを作成
し、長期的に強化していくユーザ）

本ガイドの第３章「データベースの作成」ヘルプ（データベースに機能を追加する
場合）

データベース管理者 1 本ガイドの全章
1 ヘルプ（高度なトピックに関する情報が必要な場合）
1 FileMaker インスタント Web 公開ガイド
1 FileMaker ODBC と JDBCガイド

FileMaker Pro を初めて使用するユーザ 1 インストールおよび新機能ガイド
1 FileMaker Pro チュートリアル
1 本ガイドの全章

旧バージョンからアップグレードする
ユーザ

1 インストールおよび新機能ガイド
1 本ガイドの第７章「FileMaker Pro 11 以前のデータベースの変換」

http://www.filemaker.co.jp
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FileMaker Pro の概要
ここでは、FileMaker Pro の機能の概要を説明します。

簡単なデータベースまたは複雑なデータベースの作成

FileMaker Pro では、住所録など、１つのデータベースで構成される簡単なデータベースを作成することも、リレー
ションシップと複数のデータベーステーブルを使用した複雑なデータベースを作成することもできます。たとえば、
シリアル番号や ID 番号などの共通する１つの値に基づいて２つのテーブルを関連させた複雑なデータベースを作成
することができます。
 

データベースは、１つのファイルの１つのテーブル、１つのファイルの複数のテーブル、または複数のファイルの複
数のテーブルとして構成することができます。

FileMaker Pro には、ビジネス、教育、および個人向けに設計されたデータベースのテンプレート（Starter Solution）
が付属しています。これらのテンプレートを、ニーズに合わせてすばやくカスタマイズすることができます。

データベースの作成の詳細については、第 3 章「データベースの作成」を参照してください。

レイアウトを使用したデータの表示、入力、および印刷

FileMaker Pro のレイアウトでは、情報をどのように表示、印刷するか、そして検索やデータ入力を行う際の画面の
表示方法を指定します。レイアウトはデータを表示するだけで、保存はしません。

データベースファイルには、さまざまな方法でデータを表示する複数のレイアウトを使用できます。データ入力専用
のレイアウトや集計報告用のレイアウト、宛先ラベル印刷用のレイアウト、Web 上でデータベースを公開するための
レイアウトなど、１つのデータベースファイルに複数のレイアウトを設定することができます。レイアウトのデザイ
ンを変更しても、データや同じファイルの他のレイアウトには影響しません。あるレイアウトで特定のフィールドの
データを変更すると、そのフィールドを使用している他のレイアウトでも同じように変更後のデータが表示されます。

レイアウトでは、フィールドとフィールドラベルの選択、配置、および変更、レポートの作成、スクリプトを開始す
るボタンの追加、グラフィックやテキストの追加、印刷オプションの指定を行います。

１つのテーブルで構成される住所録データベース

関連テーブルからのレコードを表示するポータルのある複数の
テーブルで構成されたデータベース
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FileMaker Pro のデータベースには、すべての情報を保存しておく必要はありません。たとえば、レイアウトで Web 

ページを表示して [Web ビューア ] を追加できます。FileMaker Pro では、Web コンテンツを表示する際にいくつか
の制限があります。

[新規レイアウト /レポートアシスタント ] では、さまざまなレイアウトタイプを選択することができます。これら
のレイアウトタイプは、データ入力画面の表示、集計済みセールスレポートの印刷、郵送ラベルとしてデータを
フォーマットするなど、目的別に使用します。さらに、レイアウトモードで使用できるデザインツールを使用して各
レイアウトをカスタマイズできます。

レイアウトの作成の詳細については、71 ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照してください。

データの検索、ソート、および置換

データを検索、ソート、および置換する機能を使用して、データをさまざまな方法で操作することができます。

特定の日付に入力されたレコードまたは特定の都市の住所など、指定した条件に一致するレコードを検索できます。
別のウインドウを開き、同じデータに対して異なる検索を実行することもできます。

レコードを異なる順序で表示または印刷するために、レコードを再編成することができます。五十音順（ひらがなや
カタカナ）、コード順（漢字）、アルファベット順（英単語）、数字順、日付順、またはカスタムのソート順でフィー
ルドをソートできます。
 

553-0011

大阪府大阪市此花区
朝日 23-739

竹中　歩　様

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 絵里 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

青山 守 03-3888-9999

住所録

前略

この度は、ご注文いただき誠にありがとうございま
す。お客様のご要望に沿った製品をご提供できるよ
う、常日頃から心掛けていきたいと思います。

商品に関するご質問がありましたら、いつでもお問
い合わせください。

草々
岡山 良太郎

姓でソートされた顧客レコード
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ワードプロセッサアプリケーションでテキストを検索して置換する場合と同じような方法で、複数のフィールド内の
データを検索して置換できます。対象レコードをスナップショットリンクとして保存し、そのリンクを別のユーザに
送信することもできます。

データの検索、ソート、および置換の詳細については、30 ページの「レコードの検索」、43 ページの「レコードの
ソート」および 42 ページの「データの検索と置換」を参照してください。

データベースの保護

アカウントおよびアクセス権セットを定義することによって、ユーザが表示および操作するデータベースファイル内
の項目を制限できます。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。有効なアカウント情報を指定することができないユーザ
は、保護されたファイルを開くことはできません。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
スレベルを指定します。各アカウントには１つのアクセス権セットが割り当てられ、これによって、ユーザがそのア
カウントを使用してファイルを開いたときのアクセスのレベルが決まります。

拡張アクセス権は、特定の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、それともデータベースを Web ブラウザで表示する
ことを許可するかなどです。

他の FileMaker Pro ファイルを認証し、そのファイルのスキーマ（テーブル、レイアウト、スクリプト、および値一
覧）への参照を作成してファイル を保護することもできます。

FileMaker Pro データベースのセキュリティの詳細については、第 6 章「データベースの保護」を参照してください。

作業を自動化するスクリプトの作成

スクリプトを使用すると、用紙方向の設定のような単純な作業から、顧客ごとにカスタマイズしたメールの送信準備
のような複雑な作業まで自動化することができます。

たとえば、先週、商品を購入した顧客にお礼の手紙を作成する場合、データベースにスクリプトを定義することがで
きます。このスクリプトを使用して、それぞれの顧客に合わせた手紙を作成することができます。手紙が完成する
と、スクリプトがプレビューモードに切り替わり、一時停止するので、印刷前にその手紙のプレビューを確認するこ
とができます。上記の作業はすべて、レイアウト上のボタンをクリックして行います。

FileMaker Pro のスクリプトステップのリストからステップを選択して、作業が正しい順序で実行されるようにス
テップを並べ替えるだけで、スクリプトを作成することができます。FileMaker Pro では、複雑なデータベースにお
いてもスクリプトを管理、維持することが簡単にできます。別のデータベースからのスクリプト表示、編集、および
管理を同時にできます。スクリプトの詳細については、49 ページの「スクリプトを使用したタスクの自動化」を参
照してください。

スクリプトトリガを設定して、特定のイベントの発生時にスクリプトを実行するように指定することができます。詳
細については、ヘルプを参照してください。

データの共有と交換

FileMaker Pro にデータを格納することの利点の１つに、データを他のユーザと共有できるという点があります。
Web 上でデータを共有する Web 公開機能を使ったり、別のファイルからデータをインポートしたりエクスポートし
て、ネットワークで他の FileMaker Pro または FileMaker Go ユーザとデータを共有できます。さらに、ODBC

（Open Database Connectivity）および JDBC（Java Database Connectivity）に準拠したアプリケーションと共に 

ODBC と JDBC を使用して FileMaker Pro のファイルを共有したり、外部データソースからデータにアクセスするこ
ともできます。
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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 Windows や Mac OS の FileMaker Pro または 

FileMaker Go ユーザと同時に同じ FileMaker Pro データベースファイルを使用することができます。FileMaker Pro の
ネットワーク共有では、最大９人までのユーザが同時に共有ファイルにアクセスすることができます。

メモ   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 Pro ファイルで、Microsoft Excel など、別のアプリケーションからインポートされたデータを自動的に更
新するように設定できます。外部ファイルからのデータを含むレイアウトを最初に表示すると、定期的なインポート
が自動的に行われます。後で、スクリプトを実行してデータを更新できます。定期的なインポートの詳細については
121 ページの「定期的なインポートの設定」を参照してください。

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。FileMaker Pro のアカウントとアクセス権セットを使用して、Web データベースのセキュリティを確保
することができます。

データの共有と交換の詳細については、第 5 章「データの共有と交換」を参照してください。

他の形式のデータの保存および送信

FileMaker Pro では、Microsoft Excel ワークシートや Adobe PDF ファイルなどの別のファイル形式でデータを保存で
きるため、FileMaker Pro を使用していないユーザにもファイルを渡すことができます。ファイルを保存して自動的
に送信できます。詳細については、120 ページの「他の形式のデータの保存および送信」を参照してください。



第 2 章 
データベースの使用

この章では、次の操作の基本について説明します。

1 ファイルの開閉および保存

1 データベースのレコードの作成

1 フィールドのデータを追加および編集

1 異なる条件を使用したレコードの検索

1 対象レコードからのレコードの除外

1 データの検索 /置換

1 データのソート

1 データ、スクリプト、テーブル、およびフィールドの情報の印刷と、リレーションシップグラフ

1 スクリプトの使用

FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプを参照してく
ださい。

メモ   一部の手順では、ショートカットメニューを使用します。ショートカット（コンテキストメニュー）を表示す
るには、オブジェクトまたは領域を右クリックしてコマンドのリストを表示します。コントロールパネル
（Windows）またはシステム環境設定（Mac OS）を使用して、マウス、トラックパッド、または入力デバイスを設
定できます。たとえば、マウスの副ボタンを設定できます。

データベースのフィールドとレコードについて
データベースとは、整理、更新、ソート（並べ替え）、検索、印刷などの処理を行う必要がある情報（データ）を集
めたものです。四角形のテーブルのセルに格納されるデータをテーブル化したり計算するために使用される電子スプ
レッドシートとは異なり、データベースはスキームによって結び付けられた知識の集合体です。 スキームはデータ
ベーステーブルの構成、フィールド、およびフィールドとテーブルの関係を示します。

特定のタスクは、それぞれの重要なビジネス生産性ツールとして最適なものです。スプレッドシートは、会社の帳簿
管理のタスクなど、データを記録および計算する必要があり、複数の形式で表示したり分析する必要はないタスクの
使用に最適です。データベースは、在庫管理のようなタスクなど、消費と損失を追跡したり、長期にわたる在庫状況
についてレポートを作成する必要のあるタスクに最適です。在庫データベースは在庫情報について、商品の種類、売
上げ、月ごとの消費など、さまざまな方法でソートしたりレポートできます。

個人の住所録やファイルキャビネットも簡単なデータベースの一種です。個人の住所録やファイルキャビネットを使
用する場合、必要な情報を簡単に取り出すことができるように類似する情報を整理して保存します。住所録では、氏
名や住所に基づいてデータを並び替える必要があります。そういったとき、FileMaker Pro に連絡先や住所を保存し
ておくと、さまざまな方法で情報を整理することができます。氏名をふりがな順に五十音で並べ替えたり、または都
道府県順に並べ替えたり、氏名のふりがなと都道府県の両方を使用して並べ替えることも可能です。
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請求書発行システムは、複数の関連フィールド、複数のレイアウト、および計算フィールドを使用したより複雑な
データベースの例です。

また、特定の月に限った請求書を表示する場合など、データの一部を表示することもできます。データベースは、単
にデータを保存するためのものではありません。情報を整理し、分析することによって、各データの重要性をより正
確に把握するために使用します。

フィールドは、データベーステーブルの基礎となる部分です。フィールドは、レコードに入力されたデータを保存、
計算、および表示するために使用します。名前、ID 番号、電話番号など、レコード内のそれぞれの情報がフィール
ドに保存されます。

データベーステーブルには、特定の項目（一人の人または１つの ID 番号など）に関する情報が保存される１つまた
は複数のフィールドが含まれています。たとえば、「顧客」テーブル内の各レコードのフィールドには、各顧客の名
前や住所といった情報が保存されます。テーブルは、そのテーブルに基づくレコードの構造も定義します。

データベースは、すべての取引先の名前や住所、電話番号、FAX 番号などの情報が入った１つのテーブルを持つ１
つのファイルで構成することができます。また、特定のテーマや関連するテーマについてのすべての情報が網羅でき
るように、それぞれに１つまたは複数のテーブルが含まれる複数のファイルを組み合わせてデータベースを構成する
こともできます（こうしたデータベースはデータベースシステムと呼ばれることもあります）。FileMaker Pro のリ
レーショナル機能を使えば、異なるファイルやテーブルに保存されているさまざまな情報を結合して、リレーショナ
ルデータベースを作成することができます。

たとえば、あるテーブルには特定の顧客が購入した特定の項目が含まれていて、別の関連テーブルには支払金額の情
報が含まれているという形になります。

そ た

竹中 たけなか

大阪府

大阪市此花区朝日

06-8888-9999

レコード

フィールド

個人の住所録もデータベースの一種です。
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データベーステーブルにデータを入力するという操作は、より具体的には、レコードを作成してそのレコードに属す
るフィールドに値を入力するという操作になります。値は、キーボードからフィールドにタイプすることもできます
し、他のアプリケーションからインポートするなど、さまざまな方法で入力することができます。

FileMaker Pro はまた、FileMaker Pro ではないファイルで保存されたデータにアクセスしたり表示することもできま
す。たとえば、SQL データベースで保存されたデータにアクセスした場合、外部データベースから情報を表示する
ことができ、そのデータを FileMaker Pro のファイルで使用して作業することができます。

ファイルの開き方

FileMaker Pro が起動していない場合、ファイルを開くには、次の操作を行います。

次の３つの方法のいずれかを選択します。

1 FileMaker Pro ファイルをダブルクリックする。

1 開く FileMaker Pro のファイルを FileMaker Pro アプリケーションのアイコン上にドラッグする。

1 FileMaker Pro アプリケーションのアイコンをダブルクリックして、開くファイルを選択する。クイックスタート画
面が表示される場合は、次の FileMaker クイックスタート画面を使用してファイルを開く操作の説明を参照してく
ださい。

 FileMaker Pro がすでに起動している場合、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 > [開く ...] を選択します。

ヒント   [ファイル ] メニュー > [最近使ったファイルを開く ] または [ファイル ] メニュー > [お気に入りを開く ] 

を選択することもできます。

2.  [ファイルを開く ] ダイアログボックスでファイル名を選択し、[開く ] をクリックします。

3.  アカウント名とパスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、パスワードのダイアログボックスにアカ
ウント名とパスワードを入力してから [OK] をクリックします。

「請求書」テーブル

002顧客 ID

斎藤 一朗顧客名

818-555-1234電話番号

製品 ID 製品
FB3

価格

バゲット ￥395
FB14 クロワッサン ￥995

12345請求書 ID

FB3製品 ID 

バゲット製品

￥395価格

002顧客 ID 

斎藤 一朗名前

03-8888-9999電話番号

「製品」テーブル「顧客」テーブル

34在庫数
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FileMaker クイックスタート画面を使用してファイルを開くには、次の操作を行います。

1.  クイックスタート画面を表示するには、次のいずれかの操作を行います。

1 FileMaker Pro を起動する。

1 FileMaker Pro が実行されているか、FileMaker Pro を起動しても [FileMaker クイックスタート ] 画面が表示さ
れない場合は、[ヘルプ ] メニュー > [クイックスタート画面 ] を選択します。

2.  FileMaker クイックスタート画面が表示されたら、次のいずれかの操作を行います。

3.  ファイルをダブルクリックして開きます。

[FileMaker クイックスタート ] 画面では、さまざまな方法で複数のタスクを行う場合の中心的な場所を提供します。
ファイルを開く以外に、次の操作を行うことができます。

1 新しい空の FileMaker Pro ファイルを作成し、デザインする。55 ページの「FileMaker Pro ファイルの作成」を参
照してください。

1 すでにデータが含まれているさまざまな形式（Microsoft Excel など）のファイルを変換する 124 ページの「新規 

FileMaker Pro ファイルへのデータファイルの変換」を参照してください。

1 FileMaker, Inc. によって提供される空のあらかじめ設計された Starter Solution を使用してファイルを作成する。
55 ページの「FileMaker Pro ファイルの作成」を参照してください。

FileMaker クイックスタート画面の使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

実行方法 目的

クイックスタート画面中央のボッ
クス内で [最近使ったファイル ] を
クリック

最近開いた FileMaker Pro ファイルの一覧を表示します。最近使ったファイル一覧が
表示されない場合は、[編集 ] メニュー（Windows）または [FileMaker Pro] メニュー
（Mac OS）から [環境設定 ...] を選択します。[最近使ったファイルを表示する ] を選
択して一覧に表示する最近のファイル数として 1 から 30 の値を入力し、[OK] をク
リックします。（最近使ったファイルのリストを削除するには、[ファイル ] メ
ニュー > [最近使ったファイルを開く ] > [最近使ったファイルを消去 ] を選択します。

クイックスタート画面中央のボッ
クス内で [お気に入りのファイル ] 
をクリック

お気に入りとして登録した FileMaker Pro ファイルの一覧を表示します。

リモートコンピュータのホスト名
または IP アドレスをクリック

リモートコンピュータに保存されている FileMaker Pro ファイルの一覧を表示します。

[参照 ...] をクリック 開くローカルファイルまたは共有ファイルを指定します。

[FileMaker クイックスタート ] 画面（Mac OS）
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ネットワーク上で共有されている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 > [共有ファイルを開く ...] を選択します。

2.  [共有ファイルを開く ] ダイアログボックスの [表示 :] リストからホストを選択します。

3.  アクセスできるファイルを表示するには、まずホストを選択します。[使用できるファイル ] の一覧で、開くファ
イルを選択します。

または、[ネットワークファイルパス :] に、「fmnet:/ホストの IP アドレス /ファイル名」の形式で、ネットワーク
パスを入力します。

4.  [開く ] をクリックします。

ホストでの FileMaker ネットワーク共有の設定によっては、アカウント名、パスワード、およびドメイン名
（Windows のみ）の入力を求められる場合があります。

次の点に注意してください。

1 [一般 ] 環境設定で [最近使ったファイルを表示する ] を選択した場合、最近アクセスしたファイルは FileMaker ク
イックスタート画面の [最近使ったファイル ] リストおよび [ファイル ] メニューの [最近使ったファイルを開く ] 

サブメニューに表示されます。FileMaker クイックスタート画面の [お気に入りのファイル ] へのローカルファイ
ルや共有ファイルの追加の詳細については、ヘルプを参照してください。

1 ファイルを開いて共有するには、116 ページの「ファイル共有の有効化とファイルのホスト」を参照してください。

1 Windows の FileMaker Pro のファイルを Mac OS で開くことも、Mac OS のファイルを Windows で開くこともで
きます。両方のプラットフォーム間でファイルを移動する予定があるときは、ファイル名に「.fmp12」という拡
張子を付けることをお勧めします。ファイル名の拡張子を追加または削除する場合は、関連ファイルや外部スク
リプトを含むファイルの FileMaker データソースを再び定義する必要があります。

1 [ファイルオプション ] ダイアログボックスの [開く ] タブで、ファイルのデフォルトのアカウント名とパスワードを
設定できます。設定後は、データベースを開くと固有のアカウント名とパスワードで自動的にログインします（指
定された場合）。詳細については、ヘルプを参照してください。

１ファイルでの複数のウインドウの開き方
１つのファイルの複数のウインドウを開くことができます。これにより、同じレイアウトを別のウインドウに表示し
たり、同じファイルの複数のレイアウトを同時に表示することができます。異なるウインドウでは、検索およびソー
ト操作を独立して実行できます。

追加のウインドウを開くには、[ウインドウ ] メニュー > [新規ウインドウ ] を選択します。別のウインドウが表示さ
れます。開いた時点の状態では、直前にアクティブだったウインドウと同じレイアウト、ソート順、および対象レ
コードが新しいウインドウに表示されます。

選択項目 表示対象

お気に入りのホスト お気に入りとしてすでに追加されているホスト

ローカルホスト TCP/IP サブネット上にある FileMaker Pro ホスト

LDAP で一覧表示されるホスト 指定した LDAP サーバーでアクセスできる FileMaker Pro ホスト
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新しいウインドウに異なるレイアウトを表示するには、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レイ
アウトを選択するか、または [表示 ] メニュー > [レイアウト切り替え ] を選択します。レコードの検索の詳細につい
ては、30 ページの「レコードの検索」を参照してください。レコードのソートの詳細については、43 ページの「レ
コードのソート」を参照してください。複数のウインドウの開き方の詳細については、ヘルプを参照してください。

元のデータベースのウイン
ドウ。ブラウズモードでレ
コードを検索できます。

２つめのウインドウ。
検索モードで同じ対象
レコードに対して異な
る検索を実行できます。
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ウインドウとファイルの閉じ方
FileMaker Pro のウインドウとファイルは、Windows および Mac OS 用のほとんどのアプリケーションと同様の方法
で閉じることができます。

ウインドウを閉じるには、次のいずれかの操作を行います。

1 Windows:ドキュメントウインドウの左上隅にあるドキュメントアイコンをダブルクリックします。

1 Windows:ドキュメントウインドウの右上隅にある閉じるボタンをクリックします。

1 Mac OS:ドキュメントウインドウの左上隅にある赤い閉じるボタンをクリックします。

1 [ファイル ] メニュー > [閉じる ] を選択します。

ファイルを閉じるには、上の手順に従って、ファイルの開いているウインドウをすべて閉じます。

メモ   ファイルのデータが他のファイルのウインドウに表示されている場合、ファイルを閉じても、非表示のファイ
ルとして開いたままになっていることがあります（たとえば、閉じようとしたファイルの関連データが別のウイン 

ドウに表示されている場合があります）。このようなファイルは、依存関係にあるウインドウをすべて閉じたときに
閉じられます。

ファイルの保存
デフォルトでは、FileMaker Pro では、操作中のデータへの変更は自動的に保存されるので、加えた変更を保存する
コマンドはありません。レコードのデータを保存する際、さらにコントロールをしたい場合は、レイアウトごとの 
[レコードの変更を自動的に保存する ] オプションをそれぞれ選択解除します。詳細については、ヘルプを参照して
ください。

ファイルのコピーをバックアップとして保存したり、ファイルのデータを除くデータベース要素のみをコピーして保
存することができます。ファイルのコピーを FileMaker 以外の形式で保存するには、120 ページの「他の形式のデー
タの保存および送信」を参照してください。

重要   大幅な変更を行う場合には、必ずファイルのコピーを保存してください。[データベースの管理 ] ダイアログ
ボックスを使用してフィールドを削除したり、[レコード削除 ...] や [全レコード削除 ...] コマンドを使用してレコー
ドを削除してしまうと、元に戻すことができません。

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.  保存するファイルをアクティブファイルにして、[ファイル ] メニュー > [名前を付けて保存 ...] を選択します。

2.  コピーを保存するハードディスク内の場所へ移動します。

3.  [ファイル名 :]（Windows）または [名前 :]（Mac OS）にファイル名を入力します。

4.  [ファイルの種類 :] で、[FileMaker ファイル (*.fmp12)] を選択します（Windows のみ）。
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5.  [保存形式 :]（Windows）または [タイプ :]（Mac OS）で、次のいずれかのオプションを選択します。

メモ   外部に保存されたオブジェクトデータを含むファイルのコピーを作成するには、[すべてを含むコピー ] を
選択します。[現在のファイルのコピー ] および [最適化コピー ] オプションでは、外部に保存されたデータはコ
ピーされません。これらのオプションのいずれかを使用する場合は、まず、データをオブジェクトフィールドに
埋め込む必要があります。詳細については、ヘルプを参照してください。

6.  [保存 ] をクリックします。

FileMaker Pro で保存されないもの

ファイルが開いている間にファイルの状態のみに変更を加えた場合、FileMaker Pro でファイルの状態は保存されま
せん。たとえば、次のような変更は保存されません。

1 異なるレコードまたはレイアウトの表示

1 レコードのソートまたはソート順の変更

1 [検索 ]、[全レコードを表示 ]、[レコードを対象外に ] などの検索操作の実行、または検索条件の変更

1 ウインドウの位置やサイズの変更、または新しいウインドウを開く操作

1 ステータスツールバーの表示 / 非表示の切り替え

1 定規の表示設定の変更

1 単位の変更

たとえば、ファイルを開き、レコードをソートしてからファイルを閉じた場合、ソート順は保存されません。一方、
ファイルを開き、新しいレコードを追加してレコードをソートしてからファイルを閉じた場合、ソート順は新しいレ
コードとともに保存されます。

ファイルの保存の詳細については、ヘルプを参照してください。

モードについて
FileMaker Pro には、ブラウズモード、検索モード、レイアウトモード、プレビューモードの４つのモードがあり、
これらのモードを切り替えながら操作を行います。モードは、[表示 ] メニュー、またはドキュメントウインドウの
下部にあるモードポップアップメニューから選択することができます。

選択項目 目的

現在のファイルのコピー テーブル、フィールド定義、レイアウト、スクリプト、印刷設定オプション（Windows）ま
たは用紙設定オプション（Mac OS）、およびデータを含むファイル全体が複製されます。
ファイルに大幅な変更を加える前にコピーを作成しておくのに便利です。

最適化コピー（サイズ小） ファイル内の使用されていないスペースを最適化して、必要な情報すべてをコピーします。
このオプションは、多数のレコードを頻繁に編集する場合に便利です。

データなしのコピー ファイルのテーブル、フィールド定義、レイアウト、スクリプト、および印刷設定オプション
（Windows）または用紙設定オプション（Mac OS）など、データを除くデータベース要素の
みを保存します。このオプションは、ファイルスキームのテンプレートを作成するときに使用
します。

すべてを含むコピー
（単一ファイル）

外部に保存（オープン格納とセキュア格納の両方）され、ファイルのオブジェクトフィールド
に埋め込まれたすべてのオブジェクトデータとともに現在のファイルのコピーを作成します。

モードポップアップメニュー
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ステータスツールバーの使用

ステータスツールバーを使用すると、FileMaker Pro のメニューコマンドの多くに、すばやくアクセスすることがで
きます。すべてのモードで、ナビゲーションツール、カスタマイズ可能なボタン、レイアウトの操作を行うためのレ
イアウトバーが含まれます。レイアウトモードでは、レイアウトツールが含まれます。ボタンの上にポインタを動か
すと、その説明が表示されます。また、ステータスツールバーのボタンをクリックすると、モードの切り替えも行え
ます。ステータスツールバーに表示されるボタンは、選択しているモードにより異なります。

レイアウトモードではレイアウトのオブジェクトの書式設定および編集時にインスペクタも使用できます。詳細につ
いては、80 ページの「オブジェクトの書式設定でのインスペクタの使用」を参照してください。

ステータスツールバーの使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードの表示
FileMaker Pro では、それぞれのレイアウトに対して、３種類の表示形式（フォーム、リスト、および表）が用意さ
れています。表示形式を切り替えると、レコードの表示や印刷方法が一時的に変更されます。

これらの３種類の表示形式で同じレイアウトを表すと、次の図のようになります。

使用するモード 目的

ブラウズモード ファイル内のデータを操作するときのモードです。このモードでは、レコードの追加、表示、編集、
ソート（並べ替え）、除外（非表示）、および削除を行うことができます。データ入力など、ほとんど
の操作はこのモードで行います。

検索モード 一連の検索条件に合った特定のレコードを検索するためのモードです。検索の結果抽出されたレコー
ドは対象レコードと呼ばれ、以降の操作では、この対象レコードだけを対象として処理することがで
きます。検索が終了すると、自動的にブラウズモードになるため、そのままレコードの処理を行うこ
とができます。

レイアウトモード 画面上や印刷するレポート、ラベル、定型文書でどのようにデータを配置するのかを設定します。レ
イアウトは、データ入力や、請求書や封筒の印刷など、個々のタスク（業務内容）に応じて個別にデ
ザインします。既存のレイアウトを変更したり、新しいレイアウトを作成する場合は、フィールドや
その他のオブジェクトを選択して配置します。

プレビューモード 印刷を行う前に定型文書やレコード内のデータがどのように配置されているのかを確認するための
モードです。プレビューモードは、印刷ラベルのように複数の段を含むレイアウトや、集計結果を含
むレポートの確認に使用すると便利です。

ステータス
ツールバー レイアウトバー

書式設定バー

レコードの表示方法 ブラウズモードまたは検索モードでの操作

１レコードずつ表示する [表示 ] メニュー > [フォーム形式 ] を選択するか、レイアウトバーの [フォーム形式 ] ボタ
ン  をクリックします。

リスト形式で表示する [表示 ] メニュー > [リスト形式 ] を選択するか、レイアウトバーの [リスト形式 ] ボタン
 をクリックします。

スプレッドシート形式で表示する [表示 ] メニュー > [表形式 ] を選択するか、レイアウトバーの [表形式 ] ボタン  をク
リックします。行にはレコードが、列にはフィールドが表示されます。
スプレッドシート形式でのデータの操作については、29 ページの「表形式でのデータの使
用」を参照してください。
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フォーム形式

リスト形式

表形式

１つのレコード

１行で１つのレコード

フィールドラベル

フィールドラベル

フィールドラベル

アクティブなレコード

１つのレコード
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アクティブなレコードの選択

ブラウズモードでは、各ウインドウに、テーブル内のアクティブな（選択された）レコードが１つずつ表示されま
す。複数のウインドウを使用した作業の詳細については、18 ページの「１ファイルでの複数のウインドウの開き方」
を参照してください。

ポータルの関連レコードを選択するには、ポータル行を選択してください。行の内側で、フィールドと行の境界の間
をクリックします。

関連レコードとポータルについては、第 4 章「関連テーブルと関連ファイルの操作」を参照してください。

表示形式 アクティブなレコード

フォーム形式 表示されているレコード。

リスト形式 左側の端に垂直の太線が表示されているレコード。別のレコードを操作するには、該当するレ
コードをクリックして、レコードをアクティブにします。

表形式 レコードの左の余白が強調表示されているレコード。

リスト形式での現在のレコード

関連レコードを選択するに
は、ポータル行の内側をク
リックしますポータル
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レコード間の移動

レコード間を移動するには、ステータスツールバーのブックアイコンを使用します。

マウスのスクロールホイールを使用してレコード間を移動することもできます。レコードの表示の詳細については、
ヘルプを参照してください。

レコードの追加と複製
レコードを追加または複製すると、レコードは現在のテーブルの終わりに追加されます。ブラウズモードでは、現在
のレコード、または対象レコードの最後のレコードの後に、新しいレコードが表示されます（対象レコードとは、指
定された検索条件を使って検索を行った結果抽出された一連のレコードです）。

1 レコードがソートされた場合、レコードを確定すると、デフォルトでは新しいレコードはソート順序の正しい位
置に表示されます。この設定の変更の詳細については、ヘルプを参照してください。

1 レコードがソートされていない場合、新しいレコードは対象レコード内の最後のレコードの後に表示されます。詳
細については、43 ページの「レコードのソート」を参照してください。

メモ   ファイルがロック、または書き込み保護されている場合、あるいはレコードを作成するためのアクセス権を
持っていない場合は、レコードを追加または複製することはできません。

目的 実行方法

現在のテーブルの次のレコードに移
動する

ブックアイコンの右のページをクリックするか、[レコード ] メニュー > [レコードへ移
動 ] > [次へ ] を選択します。

現在のテーブルの１つ前のレコード
に戻る

ブックアイコンの左のページをクリックするか、[レコード ] メニュー  > [レコードへ
移動 ] > [前へ ] を選択します。

特定のレコードに直接移動する 1 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）を押します。

1 Esc キー（Windows）または esc キー（Mac OS）を押し、移動先のレコード番号を
入力して、Enter キー（Windows）または return キー（Mac OS）を押します。

1 [レコード ] メニュー > [レコードへ移動 ] > [移動 ...] を選択して、レコードの番号を入
力します。

レコード間をすばやく移動する ブックマークの下のスライダを左右にドラッグし、前方または後方へ移動します。

リスト形式または表形式でレコード
間を移動する

ウインドウの右側にあるスクロールバーを使用します。

特定の値が入力されているレコード
へ移動する

30 ページの「レコードの検索」を参照してください。

スライダ

現在のレコード番号 テーブル内のレコード数ブックアイコン クイック検索で検索する単語を入力します

目的 ブラウズモードでの操作

新しい空白レコードを追加する ブラウズモードで、ステータスツールバーの [新規レコード ] を選択します。１つ
のフィールドが選択された状態で、空白のレコードが表示されます。

既存のレコードと同じ、または類似する
データを持つレコードをすばやく追加する

複製するレコードを選択します。次に、[レコード ] メニュー > [レコード複製 ] を
選択します。

関連レコードを追加、複製する 26 ページの「関連レコードの追加と複製」を参照してください。
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フィールドに自動的に値が挿入されるように定義されている場合は、新しいレコードには適切な値が表示されます。
66 ページの「入力値の自動化の定義」を参照してください。

新しいレコードに対する値の入力、または値の変更方法については、28 ページの「フィールドへのデータの入力と
変更」を参照してください。

関連レコードの追加と複製

関連ファイルのレコードで作業する場合は、現在のテーブルのレコードにデータを入力する際に、関連テーブルにも
レコードを追加することができます。

メモ   現在のテーブルから関連レコードを追加するには、リレーションシップを定義して関連レコードを作成できる
ように設定しておく必要があります。関連テーブルがロック、または書き込み保護されているファイルの場合、ある
いはレコードを作成するためのアクセス権を持っていない場合は、レコードを追加または複製することはできませ
ん。詳細については、109 ページの「リレーションシップの作成」を参照してください。 

レコードの追加と複製の詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 ブラウズモードでの操作

現在のテーブルにレコードを作成す
る

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。

関連テーブルにレコードを追加する 1 関連フィールドをポータルに配置している場合は、ポータルの最後の空白行フィー
ルドにデータを入力して、レコード外の場所をクリック、または別のレコードの選
択などによってレコードを確定します。

1 関連フィールドをポータルに配置していない場合は、フィールドにデータを入力し
て、レコード外の場所をクリック、または別のレコードの選択などによってレコー
ドを確定します。

関連データを表示するレコードを複
製する

ポータルのレコードが選択されていないことを確認して、[レコード ] メニュー > [レ
コード複製 ] を選択します。
メモ   関連テーブルのレコードは複製されません。

ポータル内の関連レコードを複製する ポータル内のレコードを選択し、[レコード ] メニュー > [レコード複製 ] を選択します。

ポータルには、「製品」テー
ブルの関連レコードが表示
されます ポータルの最終行にデー

タを入力すると、関連レ
コードが「製品」テーブ
ルに追加されます
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レコードの削除
レコードを削除すると、このレコード内のすべてのフィールドに入力されていたデータが完全に削除されます。

重要   いったん削除したデータを元に戻したり、レコード削除の操作を取り消すことはできません。レコードを削除
する前に、ファイルのバックアップを作成することをお勧めします。

リレーショナルデータベースを使用しているときに、[リレーションシップ編集 ] ダイアログボックスで、関連レ
コードを削除するオプションが選択されている場合は、レコードを削除した際に関連レコードも削除されます。

データの入力
メモ   ファイルがロック、または書き込み保護されている場合、あるいは特定のレコードまたはフィールドを削除す
るためのアクセス権を持っていない場合は、レコードを変更できないことがあります。

フィールドの選択

削除対象 ブラウズモードでの操作

１つのレコード 削除するレコードを選択します。ステータスツールバーで、[レコード削除 ]をクリックして [削
除 ] をクリックします。

関連レコード ポータル内のフィールドの外側をクリックして、現在のテーブル内のポータル行を選択します。
ステータスツールバーで、[レコード削除 ]をクリックして [削除 ] をクリックします。
メモ   関連レコードを削除するには、[ポータル設定 ] ダイアログボックスで [ポータルレコード
の削除を許可する ] が選択されている必要があります。

一連のレコード 削除するレコードのみが対象レコードに含まれていることを確認します。（30 ページの「レコー
ドの検索」を参照してください）[レコード ] メニュー > [対象レコード削除 ...] を選択して [削除 ] 
をクリックします。

データベース内のすべての
レコード

ステータスツールバーで、[すべてを表示 ] をクリックするか、[レコード ] メニュー > [全レコー
ドを表示 ] を選択します。次に [レコード ] メニュー > [全レコード削除 ...] を選択します。

目的 ブラウズモード、または検索モードでの操作

フィールドを選択する フィールド内でクリックします。

フィールドの内容を選択する フィールドを選択し、[編集 ] メニュー > [すべてを選択 ] を選択します。

タブ順に次のフィールドへ移動する Tab キーを押します。
メモ   Enter キーまたは return キーを設定して次のフィールドへ移動するには、レイアウ
トモードでフィールドを選択します。レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をク
リックして、[データ ] をクリックします。[動作 ] 領域の [次のオブジェクトへの移動に
使用するキー ] で、フィールドを終了するために使用するキーを選択します。
ボタンとタブコントロールはタブ順に含めることができます。前面にないタブパネルの
フィールドは無視されます。

タブ順に１つ前のフィールドへ移
動する

Shift+Tab を押します (有効な場合は Shift+Return または Shift+Enter を押します )。

値一覧の項目に移動する 矢印キーを押します。
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フィールドへのデータの入力と変更

フィールドには、それぞれのフィールドタイプで制限された文字数の範囲内でデータを入力またはインポートできま
す。フィールドの枠内に納まるだけのデータを表示、印刷することができます。

メモ   FileMaker Pro がシステムフォーマットを使用して日付、時刻、および数字を表示、ソートする方法の詳細に
ついては、ヘルプを参照してください。

目的 ブラウズモードでの操作

テキストフィールドにデータを入
力する

10 億文字までのテキストを入力します。
メモ   フィールドで設定をオートコンプリートにすると、入力する内容に基づいてヒント
が表示されます。

数字フィールドにデータを入力する 10400 から 10-400 までの数値を入力します。

日付フィールドにデータを入力する フィールドの１行に日付を入力します。“2014/3/3”のように、年、月、日を「-」（マイナ
ス）や「/」（スラッシュ）などの数字以外の文字で区切って入力します。日付を入力する
とき、年と月、月と日の間に「+」を入力すると和暦を入力できます。明治は M、大正は 
T、昭和は S、平成は H を先頭に付けて、和暦の年を入力します。MTSH のアルファベッ
トは大文字でも小文字でも、全角半角どちらでもかまいません。ただし、「平成」のよう
に漢字で入力することはできません。入力後、和暦の年号や記号などは西暦の年数とシ
ステム書式の標準記号に変更されます。和暦で表示するには、レイアウトで日付書式を
設定します。
メモ   「:」（コロン）を日付セパレータとして使用することはできません。
重要   ２桁の西暦の日付を入力した場合、ヘルプで説明されている変換方法を使用して、
４桁の西暦の日付に変換されます。変換時に日付が誤って解釈されるのを避けるため、
日付を使用する場合は必ず年を４桁にしてください。

日付フィールド、数字フィールド、
またはテキストフィールドに現在
の日付を入力する

[挿入 ] メニュー > [現在の日付 ] を選択します。
使用可能な場合は、ドロップダウンカレンダーから日付を選択します。

時刻フィールドにデータを入力する 次のいずれかの書式で、時刻（または時間）を入力します。
1 時
1 時と分
1 時、分、および秒
1 時、分、秒、および小数秒
時、分、秒の間は「:」（コロン）で区切ります。
小数秒は「.」（ピリオド）で区切ります。
時刻は 24 時間形式、または 12 時間形式で入力します。午前や午後を付加または省略す
ることができます。(午前を付けた場合は、12:00 未満の値と解釈されます。）

時刻フィールド、数字フィールド、
またはテキストフィールドに現在
の時刻を入力する

[挿入 ] メニュー > [現在の時刻 ] を選択します。

タイムスタンプフィールドにデー
タを入力する

2014/10/10 3:15:05 のように日付と時刻を入力します。年、月、日を「-」（マイナス）や
「/」（スラッシュ）などの数字以外の文字で区切って入力します。
メモ   「:」（コロン）を日付セパレータとして使用することはできません。
続いて、時刻を次のいずれかの書式で入力します。
1 時と分
1 時、分、および秒
1 時、分、秒、および小数秒
1 24 時間形式でない場合は、午前または午後を入力します。
時、分、秒の間は「:」（コロン）で区切ります。

タイムスタンプフィールドに現在
の日付と時刻を入力する

[挿入 ] メニュー > [現在の時刻 ] を選択します。
使用可能な場合は、ドロップダウンカレンダーから日付を選択します。

フィールドにタブ文字を挿入する タブの挿入先をクリックします。Ctrl+Tab（Windows）または option-tab（Mac OS）を
押します。

フィールドからデータを削除する データを選択して、Backspace キーか Delete キー（Windows）、または delete キーか del 
キー（Mac OS）を押します。
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表形式でのデータの使用
表形式でデータを使用すると、フィールド定義の作成と変更、レコードの追加、変更および削除、レコードのソー
ト、動的なレポートの作成、およびグラフの作成がすばやく行えます。FileMaker Pro では、各レコードが別々の行
に、各フィールドが別々の列に表示されます。

表形式でデータを使用するには、ブラウズモードではレイアウトバーの [表形式 ]  ボタン  をクリックします。新
しいデータベースを作成する場合も、表形式で作業できます（55 ページの「FileMaker Pro ファイルの作成」を参照
してください）。

表形式でのデータの表示

表形式での表示設定を変更できます。 

オブジェクトフィールドにオー
ディオ、ビデオ、イメージ、PDF、
またはその他のタイプのファイル
を挿入する

詳細については、ヘルプを参照してください。

値一覧（ラジオボタンまたはオプ
ションボタン、チェックボックス、
リストまたはメニューとして設定
されているフィールド）にデータ
を追加する

詳細については、87 ページの「レイアウト上のチェックボックスのセットまたはその他
のコントロールの設定」を参照してください。

フィールドに入力されたテキスト
を編集、書式設定、またはスペル
チェックする、または辞書を編集
する

詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 ブラウズモードでの操作

目的 実行方法

列を並べ替える 列タイトルをクリックして、目的の場所までドラッグします。

列幅を変更する 列タイトルの端にポインタを移動します。ポインタが双方向矢印（ ）に変わったら、適
当な幅になるまでドラッグします。

列幅を正確に設定する １つまたは複数の列を選択して右クリックして、ショートカットメニューから [表形式 ] > 
[列幅の設定 ...] を選択します。ダイアログボックスに幅を入力し、リストから単位を選択し
て [OK] をクリックします。

背景色を変更する レコードの左、または右の余白を右クリックして、ショートカットメニューから [パートの色 ] 
を選択してから色を選択します。新しいレコードを追加する行と新しいフィールドを追加す
る列の色は、メインの背景色より少し濃くなります。

列タイトル。レイア
ウトの１フィールド
が列に表示されます

アクティブなレコード

レコードの余白
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表形式でのレコードの使用

表形式でレコードを表示する場合、データは行と列で表示されます。行にはレコードが、列にはフィールドが表示さ
れます。

表形式を使用した作業の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードの検索
データベース内の特定のレコードを検索するには、次のいずれかを実行します。

1 ブラウズモードでクイック検索を実行する（31 ページの「ブラウズモードでのクイック検索の実行」を参照して
ください）

1 検索モードで検索条件を指定する（32 ページの「検索モードでの検索条件の指定」を参照してください）

別のレコードに異なった背景色
を表示する

レコードの左、または右の余白を右クリックして、[色の変更 ] ショートカットメニューか
ら色を選択します。

デフォルトの表示設定に戻す 列タイトルを右クリックして、ショートカットメニューから [表形式 ] > [リセット ...] を選
択します。
メモ   表形式をリセットしてもフィールドやレコードは削除されません。

目的 ブラウズモードでの操作

新しい空白レコードの追加 表の左下の余白の + をクリックします。レコードがソートされていない場合、ま
たは [レコードのソート ] ダイアログボックスで [ソートされた順位でレコードを
保持 ] を選択解除すると、新しい行が表の最後に追加されます。

レコードの複製 複製するレコードの左、または右の余白を右クリックして、ショートカットメ
ニューから [レコード複製 ] を選択します。

レコードの削除 削除するレコードの左、または右の余白を右クリックして、ショートカットメ
ニューから [レコード削除 ...] を選択します。

レコードのデータのコピー コピーするレコードの左、または右の余白を右クリックして、ショートカットメ
ニューから [レコードをコピー ] を選択します。コピーした、タブ区切りデータを
フィールド、または Microsoft Excel に貼り付け（ペースト）できます。

１つまたは複数のフィールドでレコード
をソートする

列タイトルを選択し、オプションで Shift キーを押しながら追加のタイトルをク
リックします。選択した列タイトルの１つを右クリックして、[昇順でソート ] ま
たは [降順でソート ] を選択します。列タイトルにソート設定（昇順または降順）
を示すソートアイコンが表示されます。複数の列を選択する場合は、選択した列
の順序によってソート順が決まります。
[値一覧に基づく順位でソート ] サブメニューから値一覧を選択することもできます。
詳細については、43 ページの「レコードのソート」を参照してください。

動的なレポートを作成する 詳細については、ヘルプを参照してください。たとえば、フィールドごとにデー
タをグループ化したり、フィールドの小計を表示したり、データの各グループの
小計を作成して、すばやくレポートを作成することができます。

クイックグラフを作成する 詳細については、ヘルプを参照してください。たとえば、現在のフィールドの
データに基づいて、表形式からグラフをすばやく作成できます。

データを Microsoft Excel ファイルまたは 
Adobe PDF ファイルとして保存する、あ
るいは現在の対象レコードをスナップ
ショットリンクとして保存する

左、または右の余白を右クリックして、[レコードの保存 /送信 ] ショートカット
メニューからオプションを選択します。

レコードデータに基づいた電子メール
メッセージの送信

レコードの左、または右の余白を右クリックして、ショートカットメニューから 
[メールを送信 ...] を選択します。

目的 実行方法
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ブラウズモードでのクイック検索の実行

ブラウズモードでのクイック検索がレイアウトで有効になっている場合、ブラウズモードで検索ボックスを使用し
て、レイアウト上の複数のフィールドのデータを検索できます。探しているデータが複数のフィールド上にある可能
性がある場合や、どのフィールドにデータが含まれているかわからない場合は、クイック検索が便利です。

デフォルトでは、レイアウトはクイック検索とクイック検索でサポートされるすべてのフィールド（マージフィール
ドを含む）で有効化され、検索に含まれるように設定されています。クイック検索では集計フィールド、オブジェク
トフィールド、またはグローバルフィールドの検索は行われません。

メモ   クイック検索はデータを検索するには簡単な方法ですが、データベースのデータのタイプによっては処理が遅
くなります。たとえば、非保存計算や関連データまたはリモートデータではローカルデータや保存されたデータに比
べて処理が遅くなります。

クイック検索を実行するには、次の操作を行います。

1.  ブラウズモードでステータスツールバー右上隅の検索テキストボックスに１つ以上の単語を入力します。

2.  Enter キー（Windows）または return キー（Mac OS）を押します。

検索には、レイアウト上でクイック検索が有効にされているすべてのフィールドが含まれます。検索結果として、
対象レコードが返されます。ステータスツールバーの円グラフの緑色の領域  は表示されているすべてのレ
コードの割合を示します。

次のことに注意してください。

1 クイック検索でサポートされている演算子は、ダブルクォーテーションマーク（" "）の「フレーズに一致」演算
子のみです。

1 検索ボックスに複数の単語を入力すると、入力したすべての単語を含むレコードが検索されます。

最近使ったクイック検索の一覧を参照するには、次の操作を行います。

1.  ブラウズモードで、検索ボックスの下矢印をクリックします。

2.  次のいずれかの操作を行います。

1 検索履歴の一覧から検索用語を選択し、その用語でクイック検索を実行する

1 [最近の検索を消去 ] を選択して、検索履歴を削除する

メモ   最近使ったクイック検索の一覧は、ファイルを閉じるまで利用できます。

クイック検索を設定および有効化するには、次の操作を行います。

レイアウトモードで、選択したレイアウトのサポートされているフィールドにクイック検索バッジが表示されない場
合は、次の手順を使用します。

1.  レイアウトモードで、[表示 ] メニュー > [オブジェクト ] > [クイック検索 ] を選択します。

各フィールドの隣の小さいバッジは、そのフィールドでクイック検索が有効化されているかを示します。フィー
ルドの隣にクイック検索バッジがない場合は、クイック検索がサポートされていないか、検索にクイック検索が
含まれるように設定されていないため、フィールドの検索はできません。グレーのバッジ  は、そのレイアウト
のクイック検索が無効にされていることを示します。緑色のバッジ  は、フィールドが検索可能であることを示
します。黄色のバッジ  は、フィールドが検索可能でも、緑色のバッジの付いたフィールドより検索に時間がか
かる可能性があることを示します。

2.  １つまたは複数のフィールドを選択します。

3.  レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。
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4.  [動作 ] 領域で、[クイック検索にフィールドを含める ] をクリックします。

5.  クイック検索を有効にするには、レイアウトバーで [レイアウト設定 ] ボタン  をクリックします。[レイアウト
設定 ] ダイアログボックスで、[クイック検索を有効にする ] を選択し、[OK] をクリックします。

クイック検索の詳細については、ヘルプを参照してください。

検索モードでの検索条件の指定

検索モードで検索を実行する場合は、検索条件（検索する値または値群）を検索条件（データが入力されていない空
のレコードのような形で表示されます）のフィールドに入力します。テーブル内のすべてのレコードがチェックさ
れ、指定した検索条件と一致する値が入力されているすべてのレコードを抽出します。

検索対象に一致したデータのレコードは、対象レコードと呼ばれ、ブラウズの対象レコードのサブセットになりま
す。検索条件に一致しないレコードは除外されます。検索モードの対象レコードは、絞り込みまたは拡大することが
できます。

このため、対象レコードに焦点を絞って作業を行うことができます。たとえば、これらのレコードを使用して、デー
タの表示、編集、合計の計算、ソート、印刷、削除、エクスポート、および更新などの処理を行うことができます。
また、新しいウインドウを開き、同じデータに対して異なる検索条件を指定して実行することもできます。

対象レコードを保存してスナップショットリンクとして電子メールで送信できます。（詳細については、ヘルプを参
照してください。

集計フィールド、オブジェクトフィールド、またはグローバル格納オプションが定義されているフィールドに対して
は、検索を実行できません。

メモ   検索モードでは、バッジ  が検索可能なフィールドを示します。

検索条件を作成するには、次の操作を行います。

1.  検索モードのレイアウトポップアップメニューから、検索するデータを含むフィールドのあるレイアウトを選択
します。

必要に応じて、レイアウトを変更して複数のレイアウトに検索条件を入力することができます。

2.  検索条件指定画面で、検索に使用するテキスト、数字、日付、時刻、タイムスタンプ、または計算のフィールド
を選択し、そのフィールドに値を入力します。

レイアウトバーの [演算子 ] のリストを使用し、条件を入力します。[除外 ] をクリックして、特定の条件に一致
するレコードを除外することができます。
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3.  [検索実行 ] をクリックします。

検索条件により検索した一連のレコードを返します。ステータスツールバーの円グラフの緑色の領域は、表示さ
れたすべてのレコードの割合を示します。

検索の実行に使用する
フィールドを含むレイア
ウトを選択します

検索条件をフィールドに入力します

クリックして
演算子を表示
します

バッジは検索可能なフィールドを示します
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検索条件の実行中または実行後に次の操作を行うことができます。

レコード内のテキストの検索

テキストフィールドまたは結果としてテキストを返す計算フィールドのテキストを検索することができます。 
語句や完全一致を検索する場合を除き、検索されたフィールドには、指定した値以外の値も含まれる可能性がありま
す。 また、検索される値は、任意の順序になっている可能性もあります。たとえば、「Accommodation」という名前
のフィールドに “hotel”と入力すると、「Hotel」、「Discount Hotel」、「Hotels, Luxury」のレコードが検索されます。

目的 実行方法

終了する前に検索操作をキャンセルし、対象レ
コードを検索前の状態にする

Esc（Windows）キーまたは 2-.（ピリオド）（Mac OS）を押します。

検索処理を実行した後で、その条件を変更したり、
さらに細かく設定する

41 ページの「最後に行った検索の表示、繰り返し、または変更」を参照
してください。

既存の対象レコードを絞り込む 39 ページの「対象レコードの絞り込み」を参照してください。

既存の対象レコードを拡大する 40 ページの「対象レコードの拡大」を参照してください。

もう一度全レコードを表示する ブラウズモードの [レコード ] メニュー > [全レコードを表示 ] を選択し
ます。
検索モードで、[検索条件 ] メニュー > [全レコードを表示 ] を選択します。
検索を実行する前に [全レコードを表示 ] を選択する必要はありません。
既存の対象レコードを絞り込まない限り、テーブル内のすべてのレコー
ドが検索されます。

別のウインドウを開き、同じデータに対して異な
る検索条件を実行する

[ウインドウ ] メニュー > [新規ウインドウ ] を選択します。

検索対象 フィールドに入力する値 例

特定の文字で始まる単語（日本語以外の
言語を使用するフィールド）

検索する文字を入力します。 “Chris Smith”と入力すると、「Chris 
Smith」、「Smith Chris」、「Chris 
Smithson」、および「Smith Christenson」
が検索されます。

特定の文字で始まる単語（日本語の
フィールド）

検索する文字を = と * の間に入力し
ます。

“=小田 *”と入力すると、「小田」、「小田
山」、および「小田川」が検索されます。

特定の文字列 スペースや句読点を含む文字をダブ
ルクォーテーションマーク（"）で囲
んで入力します。

“"株式会社 平成堂 "”と入力すると、「株
式会社 平成堂」は検索されますが、「平成
堂 株式会社」は検索されません。
“", Ltd."” と入力すると、名前に 
「, Ltd.」という文字が含まれている会社は
すべて検索されますが、コンマの付いて
いない会社の名前は検索されません。
“Spring”と入力すると、「Springville」 は検
索されますが、「ColdSpring Harbor」 や 
「HotSpring」 は検索されません。

１文字以上の任意の文字を含む文字列 どの文字が挿入されても構わない位
置にワイルドカード文字（@）を１
文字に１つずつ入力します。

“小 @川 ”と入力すると、「小田川」や
「小野川」が検索されます。
“@on”と入力すると、「Don」と「Ron」
は検索されますが、「Bron」は検索されま
せん。

無効な文字 ? 無効な文字は空白文字として表示されます。
メモ   ? 文字を検索するには、“"?"”を検
索します。
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テキストフィールド内の数字 それぞれの数字に # 文字を入力します。 “# ”と入力すると、「3」は検索されます
が、「30」は検索されません。
“##”と入力すると、「30」は検索されます
が、「3」や「300」は検索されません。
“#3”と入力すると、「53」や「43」は検
索されますが、「3」は検索されません。

０文字以上の任意の文字列を含む文字列  どのような文字が挿入されても構わ
ない位置にワイルドカード文字（*）
を入力します。

“小 *川 ”と入力すると、「小川」、「小田
川」、「小野川」など検索されます。
“J*r”と入力すると、「Jr.」や「Junior」な
どが検索されます。
“*川一 *”と入力すると、「小川一郎」や
「小野川一明」などが検索されます。

句読点やスペースなどを含む記号または
英数字以外の文字

スペースや句読点を含む文字をダブ
ルクォーテーションマーク（"）で囲
んで入力します。

“"@"”と入力すると、「@」（または電子
メールアドレスなど）が検索されます。
“","”と入力すると、コンマを含むレコー
ドが検索されます。
“"   "”と入力すると、スペースが３つ並ん
でいるデータが検索されます。

FileMaker Pro で認識される検索演算子な
ど、特別な意味を持つ文字 @, *, #, ?, !, =, 
<, >, "（次の文字をエスケープ）

検索する特殊文字の前に \ 記号を入
力します。

“\"Joey\"”と入力すると、「"Joey"」が検
索されます。
“joey\@abc.net ”と入力すると、電子メー
ルアドレス「joey@abc.net」が検索され
ます。

アクセント記号付きの単語 スペースや句読点を含む文字をダブ
ルクォーテーションマーク（"）で囲
んで入力します。

“"òpera"”と入力すると、「òpera」は検索
されますが、「opera」は検索されません。
（クォーテーションマークで囲まずに
“òpera”と入力すると、「òpera」と
「opera」の両方が検索されます。）

特定の文字列（単語の一部など）を含む
文字列

文字列をダブルクォーテーション
マーク（"）で囲みます。どのような
文字がきても構わない部分に “*”を
入力します。

“*"山県の名産 "”と入力すると、「和歌山
県の名産」や「岡山県の名産」などが検
索されます。

指定したテキストに完全に一致するレ
コード

==（２つの等号記号）を付けて文字
列を入力します。

たとえば、「名前」フィールドに「鈴木 理
香」、「鈴木 リカ」、「鈴木」が含まれてい
た場合、“==鈴木 ”と入力すると、「鈴木」
だけが検索され、「鈴木理香」と「鈴木リ
カ」は検索されません。
“==鈴木 リカ ”と入力すると、「鈴木 リ
カ」だけが検索され、「鈴木」と「鈴木 理
香」は検索されません。

指定した単語に完全に一致する単語 = 検索する各文字列の前に = を付けて文字
列を入力します。“=小田 ”と入力すると、
「小田」は検索されますが、「小田川」や
「小田山」は検索されません。
“=小田 =弘 ”と入力すると、「小田弘」や
「弘小田」は検索されますが、「弘」や
「小田川弘二」などは検索されません。

日本語のフィールド内に入力されている
特定の文字を含む単語

検索する文字を入力します。 “京都 ”と入力すると、「京都」、「東京
都」、および「京都府」が検索されます。

ひらがな /カタカナ、濁点 /半濁点 /濁点
なし、拗音と促音のかな /通常のかな、
かなの濁音 /濁音なしの繰り返し記号を
区別しないゆるやか検索方法を使用する
日本語の文字（日本語の索引が設定され
たフィールドでのみ利用できます）

~ （ゆるやか記号）の後に、検索す
る文字を入力します。

“~は ”と入力すると、「は」、「ば」、「ぱ」、
「ハ」、「バ」、および「パ」が検索されます。

検索対象 フィールドに入力する値 例
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メモ   大文字と小文字を区別するテキスト（たとえば “fred”と入力すると「fred」は検索されますが、「Fred」は検索
されない）を検索する場合は、索引設定のデフォルト言語を Unicode に設定してください。この処理を行うと、レ
コードのソート順が変わります。詳細については、ヘルプを参照してください。

数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの検索

検索条件を入力するときに、数字、日付、時刻、およびタイムスタンプを正しく検索するには、それぞれに対応した
フィールドタイプ（または対応するフィールドタイプを返す計算フィールド）で入力する必要があります。58 ペー
ジの「フィールドタイプの選択」を参照してください。

重要   混乱を避けるため、日付を使用する場合は必ず４桁の西暦を使用してください。詳細については、ヘルプト
ピック「２桁の西暦の処理方法」を参照してください。

指定した範囲内の情報 37 ページの「特定の範囲に一致する
情報の検索」を参照してください。

大文字と小文字を区別するテキストの検索 フィールドの索引設定のためのデフォ
ルト言語を Unicode に変更します。
メモ   この処理を行うと、レコード
のソート順が変わります。詳細につ
いては、ヘルプを参照してください。

“fred”と入力すると、「fred」は検索され
ますが、「Fred」は検索されません。

検索対象 検索フィールドに入力するデータ 例

数字フィールドまたは結果として数字を
返す計算フィールドの数値

数字 “.50”と入力すると、「.5」、「.50」、および
「$.50」などが検索されます。

数字フィールドまたは結果として論理値
を返す計算フィールドの論理値

1（真の値を検索する場合）
0（偽の値を検索する場合）

“1”と入力すると、「1」が検索されます。
“0”と入力すると、「0」が検索されます。

日付フィールドまたは計算結果として日
付を返す計算フィールドの日付

日付を数字で入力し、有効な区切り
文字（スラッシュまたはハイフン）
で区切ります。

“2014/3/3”と入力すると、「2014/3/3」、
「2014 年３月３日」および「2014-3-3」な
どが検索されます。

日付フィールドまたは計算結果として日
付を返す計算フィールドの今日の日付

// “//”と入力すると、現在の日付が 2014/4/4 
の場合、「2014 年４月４日」などが検索さ
れます。

時刻フィールドまたは結果として時刻を
返す計算フィールドの時刻

時刻を数字で入力し、コロン（:）で
区切ります。

“12:53:09”と入力すると、「12:53:09」が
検索されます。

タイムスタンプフィールドまたは結果と
してタイムスタンプを返す計算フィール
ドのタイムスタンプ

日付を数字で入力し、有効な区切り
文字で区切り、続いて時刻をコロン
で区切ります。

“2014/3/3 12:59:09 午後 ”と入力すると、
「2014/3/3 12:59:09 午後」が検索されます。

無効な日付、時刻、タイムスタンプ、ま
たは日付や時刻の計算結果

? “?”と入力すると、日付フィールドの「次
の火曜日」や「2014/2/33」、時刻フィール
ドの「深夜」などが検索されます。

数字フィールドまたは結果として数値を
返す計算フィールドの無効なデータ（数
字が含まれないフィールド）

? “?”と入力すると、「twelve」は検索されま
すが、「12」または「twelve30」は検索さ
れません。

曜日の検索（日付またはタイムスタンプ
のフィールド）

曜日を検索します。
メモ   曜日検索では、“金曜日 ”また
は “金 ”のように、完全または短縮
形のどちらでも入力することができ
ます。

“火曜日 ”と入力すると、火曜日になるす
べての日付を検索します。
“=木 ”と入力すると、木曜日になるすべて
の日付を検索します。

検索対象 フィールドに入力する値 例
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特定の範囲に一致する情報の検索

日付または時刻の要素の有効な値だけの
検索（日付、時刻、またはタイムスタン
プのフィールド）

* または要素を未指定のままにし、
検索対象になるその他の要素を指定
します。

“*/3/3”と入力すると各年の３月３日が検
索されます。
“*:15”と入力すると、各時の 15 分過ぎが
すべて検索されます。
“*/1/1 7 午後 ”と入力すると、各年の１月
１日の午後７時のタイムスタンプが検索さ
れます。
メモ   年が指定されていない場合、現在の
年として解釈されます。“3/3”と入力する
と、現在の年の３月３日が検索されます。

指定した範囲内の情報 次のセクション「特定の範囲に一致す
る情報の検索」を参照してください。

目的 使用する演算子 例

演算子の右側の値よりも小さい値を検索する < <40
<9/7/2014
<M

演算子の右側の値に等しいか、これよりも小さい値を検索する <=
または （Mac OS）

<=95129
05:00:00
<=M

演算子の右側の値よりも大きい値を検索する > >95129
>9/7/2014
>M

演算子の右側の値に等しいか、これよりも大きい値を検索する >=
または （Mac OS）

>=100
>=9/7/2014
8:00
M

指定した範囲内の値を検索する。範囲は、データタイプによって異
なります。
1 数字：一番小さい数字から一番大きい数字
1 日付と時刻：最も古い日付 /時刻から一番現在に近い日付 /時刻
1 テキスト :単語の索引順に基づく、最初の単語から最後の単語
（ソート順ではありません）

.. または ...（２つまたは３ 
つのピリオド）

12:30...17:30
2014/1/1..2015/6/6
A...M

日付の検索 検索フィールドに入力するデータ

2014 年６月 2014/6

2014 年７月から 2015 年 10 月まで 2014/7...2015/10

金曜日になる日付 =金曜日

2014 年 10 月または 11 月の 10 日から 16 日 (日付形式が 
YYYY/MM/DD の場合 )

2014/{10..11}/{10..16}

和暦が明治で、1868 年から 1912 年の３月１日 m*/3/1

和暦が昭和で、1930 年から 1940 年の 12 月 31 日 S{5..15}+12+31

時刻の検索 検索フィールドに入力するデータ

午後３時台 3 午後

午前 8:00 から午後 8:59:59 まで 8 午前 ...8 午後

検索対象 検索フィールドに入力するデータ 例



第 2 章  |  データベースの使用 38

関連フィールドのデータの検索

ポータルまたはレイアウト上に直接配置している関連フィールドに検索条件を入力することができます。

関連フィールドで検索を実行すると、入力した条件に一致する関連レコードを含むすべてのレコードが表示されま
す。たとえば、「請求書」ファイルと、その明細を関連レコードとして表示するポータルがあるとします。その
フィールドに「コンピュータ」というデータが入力されているレコードを検索するには、検索モードでポータル内の
いずれかの行に “コンピュータ ”と入力します。関連フィールドの詳細については、第 4 章「関連テーブルと関連
ファイルの操作」を参照してください。

関連レコードの除外については、40 ページの「検索条件に一致しないレコードの検索」を参照してください。

午前中 午前

午後 4:30、5:30、6:30 のいずれか {4..6}:30 午後

タイムスタンプの検索 検索フィールドに入力するデータ

現在の日付の午後３時台 // 3 午後

2014 年５月の午後７時台 2014/5 7 午後

2015 年の月曜日 =2015 月

2015 年 11 月 10 日から 16 日までの午後３時から午後５時台（日付
形式が YYYY/MM/DD の場合）

2015/11/{10..16} {3..5} 午後

時刻の検索 検索フィールドに入力するデータ

E154請求書 ID

伊藤 竜次名前

項目 ID 項目
I100 コンピュータ
I202 机
I153 電気スタンド
I229 本棚
I448 椅子

検索条件

E153請求書 ID

村上 竜太名前

項目 ID 項目
I202 机
I443 長テーブル
I153 電気スタンド
I288 円テーブル
I100 コンピュータ

請求書 ID

名前

項目 ID 項目

コンピュータ

E152請求書 ID

坂田 譲治名前

項目 ID 項目
I384 回転椅子
I554 パネル
I288 円テーブル
I100 コンピュータ
I448 椅子

テーブル内のレコード
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空白、または空白ではないフィールドの検索

重複する値の検索

１つまたは複数のフィールドに重複する値が含まれるすべてのレコードを検索できます。たとえば、固有ではないレ
コードをすべて抽出してから、使用するレコードと削除するレコードを決めることができます。

重複するレコードすべてを検索するには、検索モードでフィールドに “!”を入力します。

複数の検索条件に一致するレコードの検索

複数の検索条件を使用することで、検索により抽出される対象レコードを絞り込んだり、広げることができます。

論理式 AND での検索

１つの検索指定フォームの各フィールドに値を入力します。 目的のレコードだけが検索されるようになるまで、
フィールドデータを指定します。 条件を設定したら [検索実行 ] ボタンをクリックするか、[検索条件 ] メニューから 

[検索実行 ] を選択します。

対象レコードの絞り込み

データベースを検索するたびに検索結果を徐々に狭めていき、より具体的な内容を検索することができます。

たとえば、営業担当の全従業員を検索した後、検索を絞り込み、「佐藤」という名前の営業担当の全従業員を検索す
ることができます。

1.  検索を実行して、営業部門の全従業員を検索します。

対象レコードがブラウズモードで表示されます。

2.  [検索 ] をクリックして、条件を入力して検索を絞り込みます（「名字」フィールドに “佐藤 ”と入力します）。

3.  [検索条件 ] メニュー > [対象レコードの絞り込み ] を選択します。

対象レコードが「佐藤」という名前の営業部門の従業員で構成されるようになります。

メモ   ブラウズモードで素早く検索レコードの絞り込みを行うには、ショートカットメニューを使用します。フィー
ルドでクリック (またはフィールド内の値の部分を選択 )して、右クリック (Windows)または control キーを押しな
がらクリック (Mac OS)して、[対象レコードの絞り込み ] を選択します。

論理式 OR での検索 

最初の検索条件を入力します。[新規検索条件 ] をクリックします。２つめの検索条件を入力します。条件を設定し
たら、[検索実行 ] ボタンをクリックします。

[検索条件 ] メニューの [検索条件へ移動 ] または、検索モードのブックをクリックして、複数の検索条件の間を移動
できます。

例

1 対象レコードに東京またはパリの顧客を含めるには、最初の検索指定フォームの「都市名」フィールドに “東京 ”

と入力し、別の検索指定フォームの同じ「都市名」フィールドに “パリ ”と入力します。

検索するフィールド 検索フィールドに入力するデータ

入力済のフィールド（すでにデータが入っているフィールド） *

空白のフィールド =



第 2 章  |  データベースの使用 40

1 従業員が 100 名より多い会社、または資本金が１億円よりも多い企業を含めるには、最初の検索条件で「従業員数」
フィールドに “>100”と入力し、２番目の検索条件の「資本金」フィールドに “>100,000,000”と入力します。

1 中学２年生で代数を選択している生徒と中学３年生で幾何学を選択している生徒を検索するには、最初の検索条件
の「学年」フィールドに “2”を、「科目」フィールドに “代数 ”と入力し、別の検索条件の「学年」フィールドに “3”

を、「科目」フィールドに “幾何学 ”と入力します。

対象レコードの拡大

対象レコードを拡大すると、もう一度始めからやり直すことなく、検索範囲を広げて該当するその他のレコードを含
めることができます。

たとえば、東京の顧客を検索した後、大阪の顧客も検索するように拡大することができます。

1.  検索を実行して、東京の顧客を検索します。

対象レコードがブラウズモードで表示されます。

2.  [検索 ] をクリックして、条件を入力して検索を絞り込みます（「都市名」フィールドに “大阪 ”と入力します）。

3.  [検索条件 ] メニュー  > [対象レコードの拡大 ] を選択します。

対象レコードは、東京と大阪の顧客で構成されるようになります。

メモ   ブラウズモードで素早く対象レコードを拡大するには、ショートカットメニューを使用します。フィールドで
クリック (またはフィールド内の値の部分を選択 )して、右クリック (Windows)または control キーを押しながらク
リック (Mac OS)して、[対象レコードの拡大 ] を選択します。

１つの検索条件に一致し、別の検索条件には一致しないレコードの検索

たとえば、住所が大阪府で大阪市以外の業者名を検索する場合など、特定の検索条件に一致するレコードを除外して
検索項目を絞り込むには、40 ページの「一部のレコードを除外しながらレコードを検索」を参照してください。

検索条件に一致しないレコードの検索

検索を実行する際に特定のレコードを除外（対象外に）することができます。つまり、指定した条件に一致しない
データベース内の情報を検索できます。たとえば、過去 30 日以内に作成されたレコードを除く、すべての請求書を
検索することができます。

検索条件に一致しないレコードの検索

1.  検索モードで、除外するレコードの条件を入力します。

2.  レイアウトバーの [除外 ] をクリックします。
 

3.  [検索実行 ] をクリックします。

一部のレコードを除外しながらレコードを検索

たとえば、住所が大阪府の業者の中で大阪市内の業者を除いたレコードを検索するには、次の操作を行います。

1.  検索モードで、検索するレコードの検索条件を入力します（ここでは「都道府県」フィールドに “大阪府 ”と入力し
ます）。

[除外 ] を選択して、検索条件に一致する
レコードを除外します
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2.  [新規検索条件 ] をクリックします。

3.  除外するレコードの検索条件を入力します（ここでは「市町村区」フィールドに “大阪市 ”と入力します）。

4.  [除外 ] をクリックします。

5.  [検索実行 ] をクリックします。

次の点に注意してください。

1 除外の対象となる条件を複数設定することができます。

1 FileMaker Proでは、検索条件の作成された順序に従って検索作業を実行します。たとえば、アメリカとフランス
の顧客を含む顧客データベースを検索するとします。

1 最初の検索条件ではパリの顧客全員が抽出され、次の検索条件ではアメリカの顧客全員が除外される場合、対
象レコードには、フランスのパリの顧客は全員抽出されますが、テキサス州のパリの顧客をはじめ、アメリカ
の顧客は全員が対象外となります。

1 検索条件の順序が逆になった場合（最初の条件でアメリカの顧客全員が除外され、次の条件でパリの顧客全員
が抽出される場合）、対象レコードには、フランスのパリの顧客全員とテキサス州のパリの顧客全員が含まれ、
それ以外のアメリカの顧客全員が対象外となります。

1 ポータル行の関連レコード（または、関連レコードのセット）を除外するには、リレーションシップ、または照
合フィールドの少なくとも１つの値を変更する必要があります。これにより、関連レコードの照合フィールドは、
現在のレコードの照合フィールドと一致しなくなります。関連フィールドの詳細については、第 4 章「関連テー
ブルと関連ファイルの操作」を参照してください。

1 別のウインドウを開き、同じデータに対して異なる検索条件を実行することもできます。18 ページの「１ファイ
ルでの複数のウインドウの開き方」を参照してください。

1 検索により抽出された対象レコードからレコードを除外するには、42 ページの「対象レコードの非表示と対象外レ
コードの表示」を参照してください。

最後に行った検索の表示、繰り返し、または変更

最後に確定した検索条件を表示するには、[レコード ] メニュー > [検索条件を変更 ...] を選択します。そのまま対象
レコードに戻るには、ブラウズモードに切り替えます。同じ条件で検索作業を繰り返すには、[検索 ] をクリックし
ます。異なる条件で検索する場合は、必要に応じて検索条件を変更し、[検索実行 ] ボタンをクリックします。

検索条件の保存

定期的に使用する複雑な検索条件がある場合、条件を保存して後で必要に応じてそれを呼び出すことができます。検
索モードに切り替えずに検索条件を保存し、呼び出すことができます。FileMaker Pro は自動的に実行した最後の５
つの検索条件を保存するため、それらに再びアクセスできます。検索が保存されると、保存済みの検索はそのアカウ
ントを共有するネットワーククライアントでも使用することができます。検索条件の保存については、ヘルプを参照
してください。

検索条件の削除と復帰

検索条件を削除するには、削除する検索条件に移動して、[検索条件削除 ] をクリックします。

検索条件を復元して、直前に確定した状態に戻すには、[検索条件 ] メニュー > [検索条件復帰 ...] を選択します。検
索条件が確定されるのは、すべてのフィールドの外でクリックしたり、別のレイアウトや検索条件に移動したり、検
索処理を実行した場合などです。
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対象レコードの非表示と対象外レコードの表示

対象レコードに含まれていないレコードは除外または非表示の状態になっています。新たに検索処理をすることな
く、対象レコードからレコードを除外することができます。

重要   除外レコードとは、一時的に対象レコードから除外されたレコードで、データベース内にはまだ保存されてい
ます。

データの検索と置換
ワードプロセッサアプリケーションと同様に、レコードまたは検索条件内の複数のフィールド（関連フィールドを含
む）のデータ、レコードまたは検索条件の対象レコードのデータ、あるいはレイアウト内のテキストオブジェクトの
データを検索および置換することができます。オブジェクトフィールドを除く任意のタイプのフィールドのデータ
や、変更できないフィールドのデータを検索することができます。

レイアウトにタブコントロールが追加されている場合、ブラウズまたは検索モードでは、データの検索および置換の
対象は前面のタブパネルのみになります。レイアウトモードでは、すべてのタブパネルがデータの検索および置換の
対象になります。

1.  ブラウズモード、検索モード、またはレイアウトモードで、[編集 ] メニュー > [検索 /置換 ] > [検索 /置換 ...] を選択
します。

2.  [検索 :] ボックスに、検索するデータを入力します。[置換 :] ボックスに、置換用のデータを入力します。

ポップアップメニュー、ラジオボタン、またはチェックボックスとして書式設定されたフィールドのデータを置
換することはできません。これらのフィールドはカウントされ、[すべてを置換 ] 操作の終了時に、省略されたこ
とが報告されます。

3.  次の表に従って、使用する検索オプションを選択します。

目的 実行方法

特定のレコードを除外する 除外するレコードを表示または選択して、[レコード ] メニューから [レコードを対象外に ] を
選択します。

一連のレコードを除外する 一連の除外対象レコードの先頭のレコードを表示または選択し、[レコード ] メニュー > [複
数レコードを対象外に ...] を選択します。[複数レコードの除外 ] ダイアログボックスで除外
するレコード数を指定し、[除外 ] をクリックします。

除外されたレコードセットを
表示する

[レコード ] メニューから [対象外のみを表示 ] を選択します。

ファイル内のすべてのレコー
ドを表示する

[レコード ] メニュー（ブラウズモード）または [検索条件 ] メニュー（検索モード） > [全レ
コードを表示 ] を選択します。

選択するオプション 目的

[検索方向 :] リストのオプ
ション

検索の方向を [ 前方へ ]、[ 後方へ ]、または [ 全体 ] から選択します。

[大文字と小文字を区別する ] [検索 :] ボックスに入力したデータに大文字および小文字が一致するデータだけを検索し
ます。
メモ   日本語のデータが含まれるファイルでは、[大文字と小文字を区別する ] オプション
の選択を解除して検索を実行しても、同じ読みの全角文字と半角文字の両方が同時に検索
されるわけではありません。両方の文字を完全に検索して置換するには、全角文字と半角
文字に対して別々の検索を実行してください。

[完全に一致する単語だけを検
索する ]

単語全体のデータ、スペースまたは句読点（あるいはその両方）で区切られたデータだけ
を検索します。
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4.  次のボタンの１つをクリックして、目的のタイプの検索 /置換操作を実行します。

データの検索と置換の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードのソート
FileMaker Pro では、レコードはファイルに追加された順序で保存されます。レコードをソートし、表示、更新、ま
たは印刷などの処理に応じて一時的に再編成することができます。

レコードをソートする場合には、どのフィールドのデータを基準にソートするのかを指定します。レコードは、最初
のソートフィールドの内容を基にして編成されます。最初のソートフィールドの内容が複数レコードで同一であった
場合は、２番目のソートフィールドを使って、再度並べ替えが行われ、これが繰り返されます。レコードは、昇順ま
たは降順に並べ替えることができるだけでなく、独自の順序で並べ替えることもできます。

デフォルトでは、ソートされたレコードの順序は、検索処理、または別の条件でレコードのソートが行われるまで変
わりません。ソートされた対象レコードにレコードを追加したりレコードを変更すると、そのレコードは確定した後
にソート順の正しい位置に表示されます。新規レコードや変更されたレコードのソート方法を変更するオプションを
選択するには、ヘルプを参照してください。

対象レコードをソートするには、次の操作を行います。

1.  ブラウズモードでステータスツールバーの [ソート ] を選択します。

メモ   ブラウズモードで表形式でレコードをソートする場合は、30 ページの「表形式でのレコードの使用」を参
照してください。

2.  [レコードのソート ] ダイアログボックスで、ソート対象フィールドを、並べる順序で選択し、ソートオプション
を選択します。

現在のレイアウトに表示されているソートフィールドを選択するには、どのテーブルのものであろうと、テーブ
ルリストから [現在のレイアウト (レイアウト名 )] を選択し、リスト内のフィールドをダブルクリックします。

現在のレイアウトのテーブルでソートフィールドを選択するには、それが現在のレイアウトであるかどうかに関
わらず、テーブルリストから [現在のテーブル (テーブル名 )] を選択し、リスト内のフィールドをダブルクリッ
クします。

ソートオプションの詳細については、ヘルプを参照してください。

[検索範囲 :] のオプション ブラウズモードでは、現在のレイアウトのすべてのレコード、または現在のレコード内の
みを検索します。
検索モードでは、現在のレイアウトのすべての検索条件、または現在の検索条件のみを検
索します。
メモ   レイアウトモードでは、現在のレイアウト内のみを検索します。

[検索対象 :] のオプション ブラウズモードおよび検索モードでは、現在のレイアウトのすべてのフィールド内、また
は現在のフィールド内のみを検索します。

操作 目的

[次を検索 ] [検索 :] に入力したデータの次に一致するデータを検索して選択します。

[置換後、検索 ] [検索 :] に入力したデータに一致する選択データがある場合は、[検索 :] のデータを [置換 :] の
データに置換後、次に一致するデータを検索して選択します。
 検索 :] に入力したデータに一致する選択データがない場合は、[検索 :] のデータに最初に一致
するデータを検索して選択します。

[置換 ] [検索 :] に入力したデータを [置換 :] のデータで置換します。

[すべてを置換 ] [検索 :] に入力したデータに一致するすべてのデータを [置換 :] のデータで置換します。
[すべてを置換 ] 操作の終了後に、検索および置換されたデータの数の概要が表示されます。

選択するオプション 目的
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3.  [ソート ] をクリックします。

Esc キー（Windows）または 2-ピリオド（Mac OS）を押してソート処理を中止させることができます。

メモ   フィールドのショートカットメニューを使用すると、[レコードのソート ] ダイアログボックスを開かずに、
そのフィールドを基準にレコードをソートすることができます。

FileMaker Pro がシステムフォーマットを使用して日付、時刻、および数字を表示、ソートする方法については、ヘ
ルプを参照してください。

データベースのプレビューと印刷
FileMaker Pro では、次のような情報を印刷することができます。

1 データベース内のすべてのレコード、レコードの一部、または現在のレコードのみ

1 空白レコードを使用した手書き用の入力フォーム

1 データベースの構造を確認するためのスクリプト、フィールド、テーブル、およびリレーションシップの定義

1 PDF ファイルとして保存されたデータ

FileMaker Pro では、現在使用されているレイアウトでレコードを印刷します。同じデータを別の形式で印刷するレ
イアウトを作成することができます。たとえば、レコードを表レイアウトに印刷したり、集計、ヘッダ、およびフッ
タを持つソート済みの複雑なレポートに印刷することができます。また、郵送ラベルや封筒用のレイアウトを作成す
ることもできます。

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、表示されるオプションを
利用すると、このようなレイアウトとレポートを簡単に作成することができます。71 ページの「レイアウトとレ
ポートの作成」を参照してください。

ページ余白のサイズ設定、フィールド内の余分なスペース詰め、およびオブジェクトを印刷しない設定が可能です。

電話番号一覧の印刷

レイアウト切り替え [住所録 ]

ソート [ソート順 :名（昇順）]

[ソート順を記憶する ; ダイアログなし ]

プレビューモードに切り替え
     [一時停止 ]

印刷
[ダイアログなし ]

ブラウズモードに切り替え

姓名 電話番号
青山 守      03-8456-7893

稲垣順次         045-999-8888

大山優美子           03-8888-1111

小川健太郎           03-8888-1234

落合尚一 045-999-9999

加藤宏美 03-8888-0000

住所録

対象レコード

フィールド名 フィールドタイプ 式／入力オプション

姓      テキスト
名          テキスト
郵便番号    数字
都道府県名 テキスト
市町村区 テキスト
住所１   テキスト
住所２      テキスト
電話番号 数字

姓名 電話番号
青山 守   03-8456-7893

住所録

現在のレコード

スクリプト

テーブルとフィールドの
定義

空白レコード

現在使用されているレイアウトに基づいてデータを印刷したり、
データベースの構造に関する情報を印刷することができます。

リレーションシップグラフ

姓名 電話番号

住所録
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レイアウト上のデータのプレビュー

プレビューモードに切り替えると、レコードがどのように印刷されるかを画面上で確認することができます。プレ
ビューモードでは、フィールドに情報を入力したり、フィールド内の情報を編集することはできません。

プレビューモードでは、次の内容を確認することができます。

1 印刷ページに含まれるレコード数

1 選択したページ設定（用紙設定）での改ページ状況

1 小計パート内の集計フィールドの集計値

1 ページ番号や現在の日付など、自動的に提供される可変情報

1 定義したページ余白

1 スライドオプションを設定したフィールドでどのように空白スペースが詰められるか

1 [レイアウト設定 ] で印刷時の段数を指定した場合は、段組されたレコード

1 ページにタブコントロールがある場合は、前面のタブパネル

レイアウト上のデータを画面上で確認する場合は、印刷前に通常行われる手順を実行してください。この手順には、
プリンタおよび印刷オプションの設定や、対象レコードがプレビューするレコードに含まれているかどうかの確認な
どが含まれます（次のセクション「レコードの印刷」の手順１から４を参照してください）。次に、[プレビュー ] 

モードへ切り替えます。

レコードの印刷

データベースの情報を印刷したり、空のレコードを印刷して、空白のフォームを印刷することができます。

レコードを印刷するには、次の操作を行います。

1.  プリンタが複数台ある場合は、使用するプリンタを指定します。

2.  [ファイル ] メニュー > [印刷設定 ]（Windows）または [用紙設定 ]（Mac OS）を選択して [OK] をクリックして印刷
オプションを確認します。

プレビューモードの場合は、ステータスツールバーの [印刷設定 ]（Windows）または [用紙設定 ]（Mac OS）を
クリックします。

プリンタのオプションについては、使用するプリンタとシステムのマニュアルを参照してください。

3.  使用するレイアウトに切り替えます。

4.  必要に応じて、対象レコードを次の方法で処理します。

1 検索モードや [レコード ] メニューのコマンドを使用して、対象レコードを変更します。

1 レコードをソートします。

5.  プレビューモードへ切り替えて、実際に印刷される内容を確認します。

スライドを設定したオブジェクト、段数設定で配置されるレコード、およびページ番号などの項目は、プレ
ビューモードでのみ正しく表示されます。レコードにタブコントロールがある場合、前面にあるタブパネルだけ
が印刷されます。

6.  [ファイル ] メニュー > [印刷 ...] を選択します。
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7.  Windows の場合は、[印刷 ] ダイアログボックスの [印刷 :] で、オプションの１つを選択します。Mac  OS の場合
は、[プリント ] ダイアログボックスのポップアップメニューから [FileMaker Pro] を選択します。 

8.  印刷範囲、印刷部数などの設定を選択し、[OK]（Windows）または [プリント ]（Mac  OS）をクリックします。

ラベルと封筒の印刷

郵便用のラベルや封筒で、データをフォーマットし印刷するためのレイアウトを作成できます。封筒を印刷するプロ
セスは、ラベルの印刷の場合と同様です。

新規レイアウト /レポートアシスタントを使用して、選択したフィールドのデータを含む、多くの種類のラベルス
トック（Avery 4014 など）に印刷するラベルレイアウトを作成します。FileMaker Pro では多くの標準ラベルタイプ
とコードを指定できます。ラベルタイプが用意されていない場合は、カスタムラベルを指定できます。

印刷する内容 選択項目

すべてのレコード（または対象レコード内のレ
コードのみ）

対象レコード

ブラウズモードで現在選択されているレコードのみ 現在のレコード

現在のレイアウトを使用する空白のレコード（空
白のフォームを印刷する場合にこのオプションを
使用します。）

[レイアウト ] を選択し、書式に関するオプションを選択します。

印刷するデータを選択します

印刷の向き（横または縦）、拡大 /
縮小率、およびその他の印刷オプ
ションを変更する場合にクリック
します

[印刷 ] ダイアログボックス（Windows）

印刷するデータを選択します

[プリント ] ダイアログボックス（Mac OS）

リストから [FileMaker Pro] 
を選択します
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ラベルレイアウトは、表示と印刷のためだけのプレースホルダとなるマージフィールドを使用します。マージフィー
ルドにはデータを入力できません。マージフィールドは必要に応じてフィールドにデータをはめ込むために拡大縮小
され、フィールドが空の場合は余白を削除します。

ラベルを作成し、印刷するには、次の３つの一般的な手順があります。

1.  ラベルレイアウトを作成します。

2.  マージフィールドをセットアップします。

3.  ラベルを印刷します。

ヒント   新規レイアウト /レポートアシスタントの使用手順については、各パネルの [ヘルプ ] ボタンをクリックして
ください。

ラベルレイアウトの作成

1.  ラベルに印刷するデータを含むファイルを開きます。

2.  ラベルに印刷するデータを含むレコードを検索します。

3.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [レイアウト ...] > [新規 ] を選択します。

4.  新規レイアウト /レポートアシスタントで、[レイアウト名 :] にレイアウトの名前を入力します。

レイアウトの選択に使用されるメニューにレイアウト名を表示させるには、[レイアウトメニューに表示させる ] 

を選択します。

5.  [レイアウトタイプを選択 :] では、[ラベル ]（横書きで上から下へ入力されたデータの場合）をクリックします。ま
たは、[縦書きラベル ]（縦書きで右から左へ入力されたデータの場合）をクリックし、[次へ ] をクリックしま
す。

封筒レイアウトの場合、[封筒 ]をクリックし、「マージフィールドの選択とフォーマット」に進みます。

6.  郵送用ラベルの寸法を指定します。

1 一般的なラベルタイプに基づいてあらかじめ決められた寸法を選択するには、[標準ラベル ] を選択し、リスト
からラベルに適合するコードを選択します。（ラベルパッケージの情報を参照してください。 ）FileMaker Pro 

では選択したラベルストックコードの正確な寸法を使用するラベルレイアウトが作成されます。

1 固有の寸法を指定する場合は、[カスタムラベル ] を選択し、[横方向のラベル数 ]、[横幅 ]、[高さ ] の値を入力し
ます。ラベルストックの使用しない余白を測定します。次に、[ページ余白設定 ] を選択し、[上 ]、[下 ]、
[左 ]、[右 ] の値を入力します。

7.  [次へ ] をクリックします。

マージフィールドの選択とフォーマット

1.  次のパネルでは、[使用できるフィールド ] リストについて、ラベルに表示するデータを含む最初のフィールドを
ダブルクリックします。

<<フィールド名 >> が [内容 ] エリアに表示されます。カッコはこれがマージフィールドであることを示し、
フィールドデータを表示してラベルに印刷します。

関連テーブルからのフィールドを含めるには、[使用できるフィールド ] からテーブルを選択します。

2.  ラベルに表示するフィールドを続けて選択します。

ラベルに表示するすべての句読点、空白、および改行（次の行にマージフィールドを配置するため）を含めます。

3.  [次へ ] をクリックします。
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ラベルのプレビューと印刷

1.  次のいずれかを選択します。

1 印刷する前にラベルがどのように表示されるかを確認するには、[プレビューモードで表示 ] を選択し、[完了 ] 

をクリックします。

1 ラベルを編集するには、[レイアウトモードで表示 ] を選択し、[完了 ]をクリックします。

2.  ブラウズモード、レイアウトモード、またはプレビューモードからラベルを印刷するために、ラベルとプリンタ
に付属する指示に従ってラベルをプリンタにロードします。次に、[ファイル ] メニュー > [印刷 ...] を選択し、プ
リンタと追加オプションを選択して印刷します。

次の点に注意してください。

1 ラベルを印刷する方法を選択するには、[レイアウト ] メニュー > [レイアウト設定 ...] を選択し、[印刷 ] タブをク
リックします。印刷時の段数と方向を選択し、必要に応じて固有のページ余白を指定します。

1 ラベルを正しく印刷するには、プリンタ設定を調整する必要があります。[ファイル ] メニュー > [印刷設定 ...]

（Windows）または [用紙設定 ...]（Mac OS）を選択します。

1 ラベルにより他のものと同じ行数を印刷しない場合があります。フィールドにデータがないためにこのようなこと
が起こる場合、FileMaker Pro で空白を削除します。

ラベルまたは封筒の作成、印刷とレイアウト設定オプションの選択、およびラベルや封筒レイアウトを作成するとき
のその他の考察事項については、ヘルプを参照してください。

スクリプトの印刷

ファイル内の１つまたは複数のスクリプトで使用されているすべてのスクリプトステップのリストを印刷することが
できます。

1.  [スクリプト ] メニュー  > [スクリプトの管理 ] を選択するか、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [スクリプト ...] を選択
します。

2.  [スクリプトの管理 ] ダイアログボックスで、印刷するスクリプトを選択します。

一覧で複数の連続するスクリプトを選択するには、Shift キーを押しながらスクリプトをクリックします。連続し
ていない複数のスクリプトを選択するには、Ctrl キー（Windows）または 2 キー（Mac OS）を押しながらスクリ
プトをクリックします。

3.  ダイアログボックス下の印刷ボタン  をクリックします。

4.  [OK]（Windows）または [プリント ]（Mac OS）をクリックします。

選択したスクリプトステップおよびオプションが印刷されます。

テーブルおよびフィールドの情報の印刷

テーブルまたはフィールドの情報を印刷するには、次の操作を行います。

1.  [ファイル ] メニュー > [管理 ]  > [データベース ...] を選択し、[テーブル ] タブ、または [フィールド ] タブをクリック
します。

2.  印刷するテーブルまたはフィールドを選択します。

一覧で複数の連続するテーブルまたはフィールドを選択するには、Shift キーを押しながらテーブルまたはフィー
ルドをクリックします。連続していない複数のテーブルまたはフィールドを選択するには、Ctrl キー（Windows）
または 2 キー（Mac OS）を押しながらテーブルまたはフィールドをクリックします。

3.  [印刷 ...] をクリックします。
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4.  [OK]（Windows）または [プリント ]（Mac OS）をクリックします。

選択した各テーブルのフィールド名、フィールドタイプ、および式またはデータ入力オプションが印刷されます。

リレーションシップグラフの印刷

データベースをグラフィカルに表示したリレーションシップグラフを印刷することができます。

1.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択し、[リレーションシップ ] タブをクリックします。

2.  リレーションシップグラフの改ページボタン  をクリックしてリレーションシップグラフに改ページを表示し
ます。

3.    をクリックして [印刷設定 ]（Windows）ダイアログボックス、または [用紙設定 ]（Mac OS）ダイアログ
ボックスを表示します。

4.  [印刷 ...] をクリックします。

5.  [印刷オプション ] ダイアログボックスで、オプションを選択します。

1 グラフを複数のページに印刷する場合は、[グラフを複数のページに印刷する ] を選択します。

1 グラフのサイズを変更して１ページに収めるには、[グラフを１ページに印刷する ] を選択します。

6.  [続行 ...] をクリックします。

7.  [OK]（Windows）または [プリント ]（Mac OS）をクリックします。

データベースのプレビューと印刷の詳細については、ヘルプを参照してください。

スクリプトを使用したタスクの自動化
スクリプトを使用すると、用紙方向の設定のような単純な作業から、クライアントごとにカスタマイズしたメールの
送信準備のような複雑な作業まで自動化することができます。if-else 文を使用してスクリプトに条件分岐の判断を組
み込んだり、loop 文を使用してスクリプトで反復作業を実行することができます。

[スクリプト編集 ] ダイアログボックスで、FileMaker Pro のスクリプトステップのリストからステップを選択して、
作業が正しい順序で実行されるようにステップを並べ替えるだけで、スクリプトを作成することができます。

スクリプトを使用して次のような処理を組み合わせて自動化することができます。

1 他のレイアウトまたはモードに切り替える

1 レコードの検索、ソート、および印刷を行う

1 同一のファイルからデータをインポートする

FileMaker Pro はスクリプトの管理を簡略にします。固有のスクリプトを作成するときにテンプレートとして使用す
るデフォルトスクリプトを表示できます。複数のスクリプトを同時に開くことができ、それぞれを比較できます。
ファイル間の全スクリプトのコピーおよび貼り付け（ペースト）ができます。同一ファイル内で一つのスクリプトか
ら別のスクリプトへ、または別のファイルのスクリプトへ、スクリプトステップをコピーおよび貼り付け（ペース
ト）できます。スクリプトをグループに割り当て、特定のタイプのスクリプトを検索しやすくします（たとえば、グ
ループ全体のスクリプトを別のファイルへコピー、またはグループ全体のスクリプトを削除したりします）。特別な
イベントが発生したとき (ユーザがフィールドに入力するか、キーを押すか、新しいレコードをデータベースに追加
するなど )に、スクリプトを実行するように設定できます。

スクリプトの作成手順と管理、および FileMaker Pro のすべてのスクリプトステップのリファレンスについては、ヘ
ルプを参照してください（スクリプトステップは、名前順または種類順に整理されています）。

また、スクリプトトリガを設定して、特定のイベントの発生時にスクリプトを実行するように指定することもできま
す。詳細については、ヘルプを参照してください。
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データベースファイルのバックアップ
コンピュータに保存されているドキュメントは、定期的にバックアップを取る必要があります。データベースのバッ
クアップを作成する方が、データベースを作成し直すよりも簡単で効率的です。バックアップを取る頻度は、データ
ベースに追加するデータの量と、万一データベースが損傷した場合にファイルを作成し直す作業がどの程度困難であ
るかによって決まります。

また、大変重要なファイルは、離れた場所にバックアップを保管するようにします。

推奨されるファイルのバックアップについては、140 ページの「データベースと他の重要なファイルのバックアッ
プ」を参照してください。バックアップスクリプトの例については、ヘルプを参照してください。

環境設定
FileMaker Pro では、環境設定の設定値を変更することにより、自分が操作しやすいように外観や動作を変更するこ
とができます。環境設定は、アプリケーションの環境を設定し、開くファイルすべてに対して適用されます。

[ファイルオプション ] ダイアログボックスの設定は、現在のファイルのデフォルトのレイアウト、ファイルの開閉
時に実行するスクリプト、ログイン情報、およびスペルチェックを制御します。

アプリケーションの環境設定を行うには、次の操作を行います。

1.  Windows: [編集 ] メニュー > [環境設定 ...] を選択します。

Mac OS: [FileMaker Pro] メニュー > [環境設定 ...] を選択します。

2.  [環境設定 ] ダイアログボックスでタブをクリックし、使用するオプションを設定します。

ファイルの環境設定を行うには、次の操作を行います。

1.  [ファイル ] メニュー > [ファイルオプション ...] を選択します。

2.  [ファイルオプション ] ダイアログボックスでタブをクリックし、使用するオプションを設定します。

アプリケーションおよびファイルの環境設定の詳細については、ヘルプを参照してください。



第 3 章 
データベースの作成

この章では、次の操作の基本について説明します。

1 データベースを計画する

1 フィールドを定義および変更する

1 テーブルを定義する

1 レイアウトを作成する

1 レイアウト上のフィールド、オブジェクト、およびパートを操作する

メモ   FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプを参照
してください。

データベースの計画
データベースを作成する前にさまざまな要素を十分に検討しておくと、データの入力や検索の方法が統一されるだけ
でなく、データベーステーブルでデータが重複することも少なくなります。リレーショナルデータベーステーブルの
機能を使用すると、最新のデータを必要なときに得ることが可能になります。リレーショナルデータベースを作成す
る場合には、まず最初に紙の上でどのようなデータベースにするのか計画を立てておくことをお勧めします。

一般に、次のような手順でデータベースを計画します。

1. どのような目的でデータベースを作成するのか、またはどのような問題を解決する必要があるのかを決めます。
たとえば、顧客一覧の作成、在庫管理、生徒の成績の記録などが考えられます。

データベースを使用するユーザが他にもいる場合は、そのユーザが必要とするデータを確認します。

2. データベースに保存する情報について考慮します。通常、情報は大きなカテゴリに分けることができます。デー
タベースにはさまざまなタイプや量のデータをカテゴリに分けて保存するため、効率的なデータベースを設計す
るには、カテゴリを正確に識別することが重要です。たとえば、売上を管理するデータベースでは、「顧客」、「製
品」、「請求書」などのカテゴリを使用します。生徒の成績を記録するデータベースでは、「生徒」、「クラス」、「課
題」などのカテゴリを使用します。

3. 大まかなカテゴリを決定した後で、これらのカテゴリの関係について考慮します。このために、「顧客は製品を発
注する」および「請求書は顧客の注文を記録する」のように、カテゴリの相互関係を簡単な文章で表現します。
これらの各組み合わせが、一方のカテゴリにあるデータと、他方のカテゴリにあるデータのリレーションシップ
を示します。
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4. 情報のカテゴリを識別したら、次はデータベースを編成します。

データベースの用語では、これらの情報のカテゴリをテーブルと呼びます。テーブルを使用して、共通の要素や
目的を含むデータをグループ化します。たとえば、１つのテーブルに氏名や住所を保存し、別のテーブルに受注
日、製品番号、単価などの取引に関する詳細情報を保存します。

一般的に、データベースは、次の３つのいずれかの方法で編成されます。

1 １つのファイルで１つのテーブルを使用する。氏名と住所など、１つのカテゴリに含まれるデータを管理する
場合は単一のテーブルを使用します。

1 １つのファイルで複数のテーブルを使用する。生徒、クラス、課題などの複雑なデータを管理する場合は、複
数のテーブルを使用します。

1 複数のファイルで複数のテーブルを使用する。複数の異なるデータベースソリューションで同じデータを共有
する必要がある場合は、複数のファイルを使用します。たとえば、税率または輸送情報を個別のファイルに保
存して、複数のソリューションで使用することができます。

メモ   同じファイル内のテーブル間で、または外部ファイル内のテーブルとの間でデータを共有するには、リ
レーションシップを使用します。スクリプトやアクセス権などの他のデータベース要素は、ファイルレベルで保
存されるため、一部の複雑なソリューションでは複数のファイルを使用すると便利です。

5. データベーステーブル、含まれるデータ、および必要なフィールドを決定します。

ヒント   レコードの検索とソートを効率的に行うためには、姓と名、敬称（「様」、「殿」、「御中」など）、住所の
各項目（郵便番号、県名、都市名）にそれぞれ個別のフィールドを作成します。データ入力時にデータを複数の
フィールドに分けて入力すると、将来的にレポートをより簡単に生成することができます。たとえば、個別の
フィールドを使用して、各取引の日付、製品番号、数量、および単価といった取引明細を記録すると、週末、月
末、または年末に集計レポートおよび小計レポートをより簡単に作成することができます。

6. テーブル間で共通するデータを含むフィールドを決定します。

たとえば、パンや菓子類の製造業のデータベースには、顧客情報を保存する「顧客」テーブル、製品情報を保存
する「製品」テーブル、注文情報を保存する「請求書」テーブルなどが含まれます。

また、テーブル内のフィールドはすべて、そのトピックに関する情報のみを入力するためのフィールドです。た
とえば、「顧客」テーブルの１つのレコードのフィールドには、一人の顧客に関する情報がすべて保存されます。
このため、それぞれの顧客には固有の ID 番号を割り当てます。新しい顧客を追加しない限り、顧客 ID 番号を
ファイルに入力することはありません。したがって、顧客 ID が存在していれば、その顧客のレコードが存在する
ことになります。「顧客」テーブルにも、顧客の氏名、住所、および電話番号のフィールドがあります。

「製品」テーブルには、製品 ID 番号、各製品の単価、および在庫数のフィールドがあります。「品目名」テーブル
には、製品と請求書 ID 番号、名前、単価、数量、および販売した各製品の合計価格のフィールドが含まれます。
「請求書」テーブルには、請求書 ID 番号、受注日、販売員のフィールドが含まれます。
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7. それぞれのテーブルの照合フィールドを決定し、丸で囲んでおきます。

詳細については、103 ページの「リレーションシップの照合フィールドについて」を参照してください。

8. それぞれのテーブルで、データを保存するフィールド、および他の関連テーブルからのデータを参照して使用す
るフィールドを決定します。

テーブルに保存されている情報の内容から、データをどこに保存するのが適当か、そしてどこで関連テーブルの
データを使用するかを確認することができます。照合フィールド以外のすべてのフィールドは、データベース内
で一度だけ使用します。テーブルの内容に関連していない重複フィールドには、取り消し線を引きます。

9. テーブル間のリレーションシップを決定します。１つのテーブルの照合フィールドと、対応する関連ファイルの
照合フィールドを線で結びます。

テーブル間のリレーションシップは、共通のデータが含まれている照合フィールドによって決まります。
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また、リレーションシップによってデータをグループ化することができ、複雑なクエリーを解決することができ
ます。たとえば、リレーションシップを使用して、現在の在庫レベルや売上計画など、複数のテーブルのデータ
に対してクエリーを実行する必要がある作業を判断することができます。リレーションシップの詳細については、
第 4 章「関連テーブルと関連ファイルの操作」を参照してください。

10. 他のユーザとデータベースを共有する必要があるかを判断し、共有する場合には他のユーザがファイルにアクセ
スする方法を決めます。

データベースの共有の詳細については、115 ページの「ネットワーク上でのデータベースの共有」を参照してく
ださい。

11. 他のユーザが使用するためにデータベースをデザインする場合は、紙の上で計画を示してレビューし、変更があ
れば提案してもらいます。

12. 作成したデータベースを誰が使用するのかを考慮して、データベースへのアクセスを制限するかどうかを決定し
ます。データベースを作成する際には、必要に応じてアクセス権を割り当てます。

アカウントとアクセス権セットの詳細については、第 6 章「データベースの保護」を参照してください。

13. どのようなレイアウトが必要になるのかを考えて、各タスクに対応する個々のレイアウトの内容を決めます。

たとえば、ラベルや封筒を印刷するための個別のレイアウトを作成します。

レイアウトの作成の詳細については、71 ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照してください。

14. どのようなテーブルが必要になり、各テーブルにどのようなフィールドを設定する必要があるかという計画の内
容を紙に書き出します。また、各テーブルのデータに基づいて作成する定型文書やレポートもリストアップして
おきます。
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15. データベースを作成します。

16.  他のユーザが使用するためにデータベースを設計した場合は、何人かにテストを依頼します。全員がデータベー
スを使用する前に、見つかった問題を修正します。

FileMaker Pro ファイルの作成
ファイルは、FileMaker Pro Starter Solution またはテンプレート（そのままの形でも使用することができ、必要に応
じて変更も可能な、あらかじめ作成されているデータベースファイル）から作成することもできます。テンプレート
を使用せずに最初から作成することもできます。

既存の FileMaker Pro ファイルのコピーを作成することによってファイルを作成することもできます。20 ページの
「ファイルの保存」を参照してください。

Starter Solution を使用したファイルの作成

1. [ファイル ] メニュー > [Starter Solution から新規作成 ...] を選択します。

[FileMaker クイックスタート ] 画面を使用してファイルを作成することもできます。[ヘルプ ] メニュー > [クイッ
クスタート画面 ] を選択し、[Starter Solution を使用 ...] をクリックします。

2. [すべてのソリューション ] を選択して、使用可能なすべてのソリューションファイルの一覧を表示するか、ソ
リューションカテゴリを選択して選択肢の一覧を絞り込みます。

FileMaker クィックスタート画面が表示されても、FileMaker Pro Starter Solution が表示されない場合は、Starter 

Solution がインストールされていません。詳細については、ヘルプを参照してください。

3. 一覧（Windows）またはサムネイルのグループ（Mac OS）からソリューションを選択して、[選択 ] をクリックし
ます。

4. ファイルの名前を入力（必要に応じて、別のフォルダを選択）して [保存 ] をクリックします。

Windows:[ファイルの種類 :] で、[FileMaker ファイル ] を選択します。

FileMaker Pro によってディスク上にファイルが作成され、ファイルが開かれます。Starter Solution でフィールド
とレイアウトを変更できます。詳細については、この章の残りのセクションを参照してください。

データベース設計表（サンプル）

プロジェクト名

データベースの目的

データベースファイルの名前

テーブル名
フィールド名  フィールドタイプ  コメント

レイアウト

テーブル名
フィールド名  フィールドタイプ  コメント

名前 用途                     画面表示    印刷      Web
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空白のファイルの作成

1. FileMaker Pro で、[ファイル ] メニュー > [新規データベース ...] を選択します。

[FileMaker クイックスタート ] 画面を使用して空白のファイルを作成することもできます。[ヘルプ ] メニュー > 

[クイックスタート画面 ] を選択し、[新規データベースを作成 ...] をクリックします。

2. ファイルの名前を入力（必要に応じて、別のフォルダを選択）して [保存 ] をクリックします。

Windows:[ファイルの種類 :] で、[FileMaker ファイル ] を選択します。

表形式でファイルが作成され、スプレッドシート形式のテーブルに空のデータベースが表示されます。

3. 最初のフィールドを定義するには、最初の列タイトルで [フィールドの作成 ] をクリックします。

デフォルトでは、テキストフィールドが作成されます。フィールドタイプを変更するには、列タイトルを右ク
リック（または列タイトルの右の矢印をクリック）して、[フィールド ] > [フィールドタイプ ] を選択してから別
のフィールドタイプを選択します。58 ページの「フィールドタイプの選択」を参照してください。

表形式で列タイトルを選択してフィールドを作成できない場合は、[表形式の設定 ] ダイアログボックスで [列タ
イトルを表示する ] オプションが選択されていることを確認してください。詳細については、ヘルプを参照して
ください。

4. フィールドの名前を入力します。

フィールド名の指定の詳細については、57 ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

5. 追加フィールドを作成するには、列タイトルで + をクリックします。

新しい列がテーブルの最後の列に追加されます。

6. 最初のレコードを追加するには、最初の列タイトルの下をクリックするか、テーブルの左余白の + をクリックし
ます。

7. レコードのデータを入力します。

レコードの削除、複製、ソートなどのタスクの詳細については、「表形式でのデータの使用」を参照してくだ
さい。

8. データベースへのフィールドとレコードの追加を続行します。

FileMaker Pro は作業中のデータの変更を保存します。別の形式でデータの表示を確認するには、レイアウトバー
の [フォーム形式 ] ボタン  または [リスト形式 ] ボタン  をクリックします。

9.  入力値の制限や索引設定などのオプションは、フィールドを定義する際に設定するか、または後で設定すること
もできます。詳細については、66 ページの「フィールドのオプションの設定」を参照してください。

列タイトルに入力して、フィールド名を作成します

行に入力してレコード
にデータを追加します
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前の手順ではテーブルが１つの簡単なファイルが作成されます。表形式ではローカルファイルでのフィールド作
成や変更のみが可能です。ただし、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択すると、[データ
ベースの管理 ] ダイアログボックスで簡単なファイルや複雑なファイルを作成できます。詳細については、
60 ページの「[データベースの管理 ] ダイアログボックスでのフィールドの作成と変更」を参照してください。

次の点に注意してください。

1 デフォルトで、[ファイル ] メニュー > [新規データベース ...] を選択すると、空のデータベースが表形式で表示され
ます。新規データベースを作成するときに [データベースの管理 ] ダイアログボックスを開くようにデフォルト設
定を変更するには、[編集 ] メニュー > [環境設定 ...]（Windows）または [FileMaker Pro] メニュー > [環境設定 ...]

（Mac OS）を選択します。[環境設定 ] ダイアログボックスで、[一般 ] タブをクリックし、[データベースの管理
を使用してファイルを作成する ] を選択します。（このオプションはクイックスタート画面を使用してデータベー
スを作成する場合には適用されません。クイックスタート画面を使用してデータベースを作成する場合、表形式
がデフォルトになります。）

1 作成する新しいフィールドが現在のレイアウトに自動的に配置されないようにするには、[環境設定 ] ダイアログ
ボックスの [新規フィールドを現レイアウトに加える ] を選択解除します。詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

1 FileMaker Pro のテーマを使用することで、レイアウトやレポートの見た目を向上させ、すべてのレイアウトの外
観に一貫性を持たせることができます。詳細については、76 ページの「レイアウトテーマの操作」を参照してく
ださい。

1 オブジェクトの数に合わせてレイアウトの幅を変更できます。レイアウトの幅を広げると、ウインドウをサイズ変
更せずにレイアウトの端を確認できます。レイアウトの幅を変更するには、レイアウトの右側のグレーの線をド
ラッグします。

フィールド名の指定

フィールド名を定義する場合は、次の規則に従ってください。

1 フィールド名は固有な（他のフィールド名と重複しない）名前でなければなりません。フィールド名に使用でき
る文字数は、最大 100 文字です。

1 フィールドの内容がはっきりとわかるような名前を付け、略字や頭文字など、取り違える可能性のある言葉は使 

用しないようにします。

1 フィールド名には次の記号や単語を使用しないでください。

1 , （コンマ）+ – * / ^ & =  > <   ( ) [ ] } " ;（セミコロン）:（コロン）::（リレーションシップ記号）$ （変
数記号）

1 AND、OR、XOR、NOT、および FileMaker Pro の関数名

1 また、計算式で使用されるフィールドのフィールド名の先頭文字にピリオド（.）や数字を使用しないでください。

1 ODBC（Open Database Connectivity）、JDBC（Java Database Connectivity）、エクスポート、Web 上での公開、
およびその他の操作において制限を受けないように、スペースの代わりに _（アンダースコア）を使用します。

1 他のアプリケーションとデータのやり取りを行う場合は、そのアプリケーションで採用されているファイル書式
でのフィールドの名前付けに関する制限事項を確認します。

1 ODBC または JDBC を使用して FileMaker Pro のデータを共有する場合、フィールド名に SQL キーワードを使用し
ないでください。
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フィールドタイプの選択

フィールドを定義する際には、そのフィールドに保存する情報の種類に応じて適切なフィールドタイプを選択しま
す。フィールドタイプによって、入力できるデータの種類と、そのデータを使用して実行される操作の種類が決定さ
れます。FileMaker Pro では、レコードのソートや計算の実行などのタスクを実行する際に、フィールドタイプに基
づいてデータが解釈されます。

選択するフィールドタイプ フィールドに保存されるデータ

テキスト 各フィールドの繰り返しに対して、テキストとして使用される最大 10 億の文字、記号、または
数字、あるいはこれらすべて。 これは、RAM とディスクの空き容量によって制限されます。通
常、索引は、各単語または値の最初の 100 文字に基づいて設定されます。テキストフィールドに
は改行を使用することができます。

数字 最大 800 文字の数字または他の文字から成る値、および同じ範囲の負の値。また、数字フィール
ドには、真、偽、Yes、No などを示す論理値（０または１）を含めることもできます。数字
フィールドに改行を使用することはできません。

日付 日付のみ。0001 年１月１日から 4000 年 12 月 31 日までの範囲のグレゴリオ暦に従います。 年、
月、日、の表示順序は、ファイル作成時のシステム設定によって決まります。

時刻 時刻のみ。時刻フィールドには、時、分、秒を保存することができます。時刻フィールドには、
「-08:40:00」のようにマイナスの時間を時間を保存することができます。

タイムスタンプ 暦の特定の日時を参照する日付と時刻。たとえば、2014/10/25 2:39:46 午前 などです。

オブジェクト 画像、PDF、またはマルチメディアファイルなど、任意のタイプのファイル。フィールドに関す
る索引と表示のオプションを設定できます。計算式や集計フィールドでオブジェクトフィールド
を参照することができます。オブジェクトフィールドの値を基準にしてレコードの検索やソート
を行うことはできませんが、オブジェクトフィールドの内容を示すようなテキストフィールドを
個別に定義しておくことは可能です。その後で、テキストフィールドの記述や識別番号に基づい
て、レコードを検索またはソートします。オブジェクトフィールドのファイルは埋め込み、参照
として保存、または外部に保存できます。

計算 現在のレコードまたは関連レコードのフィールド値を使用する計算式の計算結果。計算式の中で
は、あらゆるタイプのフィールドの値を使用することができます。計算の結果は、テキスト、数
字、日付、時 刻、タイムスタンプ、またはオブジェクトのいずれかのタイプになります。

集計 同じテーブル内にある複数のレコードのフィールド値を集計して得られた値
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次の点に注意してください。

1 集計以外のすべてのフィールドタイプには、グローバル値を保存することができます。詳細については、69 ペー
ジの「索引設定と格納のオプションについて」を参照してください。

1 日付を保存する場合は、テキストフィールドや数字フィールドではなく、必ず日付フィールドを使用します。混
乱を避けるため、日付を使用する場合は必ず年を４桁にしてください。

1 郵便番号や電話番号など、値の先頭にゼロが配置される可能性がある場合、またはハイフンやカッコなどの数字
以外の文字が値に含まれる可能性がある場合は、数字フィールドではなくテキストフィールドを使用します。

1 オブジェクトフィールドのレコードを検索やソートに使用することはできませんが、テキストフィールドを定義
して、オブジェクトの内容を説明したり識別することができます。これにより、テキストフィールド内のデータ
に基づいてレコードの検索やソートを行うことができます。

1 テキスト、数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの各フィールドに対しては、フィールド内でのデータの表示
方法を変更することができます。89 ページの「フィールドの表示書式設定」を参照してください。

集計フィールドの作成と変更
新しいフィールドを定義するには、フィールドの名前を指定し、フィールドタイプを選択します。続いて、オプショ
ンを選択し、そのフィールド内でのデータの扱い方、入力方法、計算方法、保存方法、表示方法などを指定します。
これらの特性を指定することがフィールドを定義することになります。

集計フィールドには、複数のレ
コードに入力された値の合計が表
示されます

販売員 項目 数量 合計価格
鈴木洋一 FB3 1 ￥390

鈴木洋一 FB4 1 ￥170

鈴木洋一 FB1 2 ￥190

鈴木洋一 FB5 3 ￥520

小計 ￥1,270

村上竜太 FB6 2 ￥390

村上竜太 FB7 5 ￥770

村上竜太 FB2 2 ￥450

小計 ￥1,610

総計 ￥2,880

売上レポート

現在のレコードまたは関連レコード内の値を使っ
た計算結果が計算フィールドに表示されます

Favorite Bakery Confidential 2014 年 6月
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フィールド書式オプションを設定して、レイアウト上でデータの表示方法を変更する方法の詳細については、89 

ページの「フィールドの表示書式設定」を参照してください。

[データベースの管理 ] ダイアログボックスでのフィールドの作成と変更

重要   フィールドタイプを変更すると、データが完全に削除され、復元できなくなることがあります。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2. [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[フィールド ] タブをクリックします。

3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル :] リストから適切なテーブルを選択します。

テーブルは現在のファイルと関連する外部ファイルから確認できます。

4. [フィールド名 :] ボックスに、フィールドの名前を入力します。

または、フィールド名を変更するには、リストでフィールドを選択し、[フィールド名 :] ボックスに新しい名前を
入力します。

57 ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

5. [タイプ :] で、フィールドタイプを選択します。

58 ページの「フィールドタイプの選択」を参照してください。

[コメント :] ボックスにフィールドの説明を入力することができます。

計算フィールドの作成の詳細については、62 ページの「計算フィールドの作成」を参照してください。集計
フィールドの作成の詳細については、63 ページの「集計フィールドの作成」を参照してください。オブジェクト
フィールドの作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

6. 新しいフィールドを作成する場合は、[作成 ] をクリックします。フィールドを変更する場合は、[変更 ] をクリック
します。

数字のみが入ります

レコード内の別の値に基づいて値を算出します 
（この例では、「単価」の 20% が「割引額」になります）

複数の値が入ります

FB11製品 ID

フォカッチャ製品名

パン分類

プレーンフレーバー

￥695単価

￥139割引額

ハーブ

テキストが入ります

フィールド名と定義

新しいフィールドの名前を
入力します

フィールドタイプを選択しますフィールド名を入力してタイプを指定
したら、[作成 ] をクリックします

ダイアログボックス内で
フィールドをどのように表示
するのかを選択します

フィールド名またはタイプの
どちらかに基づいてソートす
る場合にクリックします
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7. フィールドを削除するには、削除する１つまたは複数のフィールドを選択し、[削除 ] をクリックして、もう一度 

[削除 ] をクリックします。

重要   フィールドを削除する前に、含まれているすべてのデータが不要であることを確認してください。

8. フィールドに対してオプションを定義する場合は、[オプション ... ] をクリックします。

詳細については、66 ページの「フィールドのオプションの設定」を参照してください。

9.  フィールドの定義を続行するか、フィールドを変更して [OK] をクリックします。

表形式でのフィールドの作成と変更

重要   フィールドタイプを変更すると、データが完全に削除され、復元できなくなることがあります。

1. ブラウズモードでデータベースが開いた状態で、レイアウトバーの [表形式 ] ボタン  をクリックします。

2. 新しいフィールドを作成するか、既存のフィールドを変更します。

目的 [フィールドのオプション ] ダイアログボックスで行う操作

フィールドに自動的に値を入力する [入力値の自動化 ] タブをクリックし、オプションを選択して [OK] をクリック
します。詳細については、66 ページの「入力値の自動化の定義」を参照してく
ださい。

フィールドに正しくデータが入力され
ていることを確認する

[入力値の制限 ] タブをクリックし、オプションを選択して [OK] をクリックしま
す。67 ページの「入力値の制限の設定」を参照してください。
重要   混乱を避けるため、日付を使用する場合は [入力値の制限 ] を設定し、年
が必ず４桁の西暦で入力されるようにしてください。

繰り返しフィールドに指定する [データの格納 ] タブをクリックし、[最大繰り返し数 :] に繰り返し数（最大 
1000）を入力して、[OK] をクリックします。詳細については、ヘルプを参照し
てください。

フィールドに索引を設定するオプショ
ンを選択する

[データの格納 ] タブをクリックし、オプションを選択して [OK] をクリックし
ます。

ファイル内のすべてのレコードに対し
て１つの値を使用するようにフィール
ドを設定する

[データの格納 ] タブをクリックし、[グローバル格納（すべてのレコードに１つ
の値）を使用する ] を選択して [OK] をクリックします。

「親」データのフィールドと「子」の
ふりがなフィールド間のリンクを作成
し、「親」フィールドに漢字を入力す
ると、対応するふりがなが「子」のふ
りがなフィールドに表示されるように
する

[ふりがな ] タブをクリックして、[ふりがなフィールドを使用する ] を選択しま
す。ふりがなフィールドとふりがなの形式を選択して、[OK] をクリックします。
メモ   このオプションは、日本語のテキストを入力できるようにオペレーティン
グシステムが設定されている場合に利用できます。

目的 表形式での操作

フィールドを作成する 最初のフィールドを作成するには、最初の列タイトルで [フィールドの作成 ] をクリッ
クします。追加フィールドを作成するには、列タイトルで + をクリックするか、右余
白をクリックします。

フィールド名を変更する 名前を変更するフィールドの列タイトルをダブルクリックして、新しい名前を入力し
ます。詳細については、57 ページの「フィールド名の指定」を参照してください。

フィールドタイプを選択する 列タイトルを右クリックして、[フィールド ] > [フィールドタイプ ] を選択してフィー
ルドタイプを選択します。フィールドタイプの詳細については、58 ページの「フィー
ルドタイプの選択」を参照してください。

フィールドオプションを設定する 列タイトルを右クリックして、[フィールド ] > [フィールドオプション ...] を選択しま
す。詳細については、66 ページの「フィールドのオプションの設定」を参照してくだ
さい。
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表形式でのレコードの操作（レコードの追加、削除、ソートなど）の詳細については、30 ページの「表形式でのレ
コードの使用」を参照してください。表形式でのデータの表示（列の順序の変更や列幅の設定など）の詳細について
は、29 ページの「表形式でのデータの表示」を参照してください。

計算フィールドの作成

1. 計算フィールドを作成するには、60 ページの「[データベースの管理 ] ダイアログボックスでのフィールドの作成
と変更」の手順１から５に従ってください。

2. フィールドタイプに [計算 ] を選択して、[作成 ] をクリックします。

3. [計算式の指定 ] ダイアログボックスで、必要に応じて、[次のコンテキストからこの計算式を評価する :] リストか
らテーブルを選択します。

計算式に対してコンテキストを設定する必要があるのは、リレーションシップグラフで２つ以上のオカレンスが
使用されているソーステーブルに計算フィールドを作成する場合だけです。ソーステーブルは、[データベースの
管理 ] ダイアログボックスの [テーブル ] タブで定義されているテーブルです。特に、計算式に関連テーブルの
フィールドが含まれる場合は、選択したコンテキストによって計算結果が変わる可能性があります。

4. 計算式を作成します。

計算式ボックス内で項目を表示する位置をクリックし、次の操作を行います。ボックスに式を直接入力すること
もできます。

式を使った作業の手順、および FileMaker Pro のすべての関数のリファレンスについては、ヘルプを参照してく
ださい（関数は、名前順または種類順に整理されています）。

5. 次のような場合には、フィールドの計算オプションを選択します。

フィールドを削除する 列タイトルを右クリックして、[フィールド ] > [フィールドの削除 ...] を選択します。
重要   フィールドを削除する前に、含まれているすべてのデータが不要であることを
確認してください。

フィールドを表示または隠す レイアウトバーの [変更 ...] をクリックして、[表形式の変更 ] ダイアログボックスの
オプションを使用します。または、列タイトルを右クリックして、[ フィールド ] > 
[フィールドを隠す ] を選択して選択したフィールドを隠します。
表形式で非表示フィールドを表示するには、列タイトルの + を右クリックして、既存
フィールドのリストからフィールドを選択します。

追加する項目  実行方法

フィールド参照 フィールドリストでフィールド名をダブルクリックします。
別のテーブルのフィールド名を表示するには、テーブルリストからテーブルを選択
します。

算術演算子または文字列演算子 ダイアログボックスにボタンで表示されている演算子の中から使用する演算子をク
リックします (ダブルクォーテーションやカッコは対でコピーされ、文字カーソルが
その中央に表示されます）。

比較演算子または論理演算子  [演算子 :] のリストから使用する演算子を選択します。

定数 値を入力します。定数には、テキスト、数字、日付、または時刻を使用できます。日
付定数は Date および GetAsDate 関数と、時刻定数は Time および GetAsTime 関数と、
タイムスタンプ定数は Timestamp および GetAsTimestamp 関数とともに使用します。
文字定数の長さは、29998 文字までです。

関数 関数の一覧で、目的の関数をダブルクリックします。関数とは、あらかじめ定義さ
れ名前が付けられている計算式で、特定の計算を行って特定の値を１つ返します。
式ボックスに表示された仮引数を目的の値または式に変更します。

目的 表形式での操作
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6. フィールドの索引設定やグローバル格納オプションを選択するには、[索引オプション ...] をクリックし、[索引オ
プション ] ダイアログボックスでオプションを選択して [OK] をクリックします。

7. [OK] をクリックし、[計算式の指定 ] ダイアログボックスを閉じます。

8.  フィールドの定義を続行するか、[OK] をクリックします。

メモ   FileMaker Pro ファイルが外部 ODBC データソースからのデータにアクセスする場合、外部データを使用して
計算を指定するために、補助フィールドを追加できます。詳細については、65 ページの「補助フィールドの使用」
を参照してください。

計算フィールドの作成または変更、または計算式でのコンテキストの使用の詳細については、ヘルプを参照してくだ
さい。

集計フィールドの作成

集計フィールドでは、小計、平均、総計のように複数のレコードに関連する値を計算します。たとえば、レポートの
集計フィールドに５月の売上の総計を表示することができます。

目的 実行方法

計算結果のフィールドタイプを設
定する

[計算結果 :] のリストからデータタイプを選択します。目的に応じて適切なデータタ
イプを使用してください。58 ページの「フィールドタイプの選択」を参照してくだ
さい。

繰り返しフィールドに指定する [繰り返し数 :] に繰り返し数を入力します。

最低１つのフィールドに値が入力
されていなければ計算を行わない
（したがって、０の表示は行わな
い）ように設定する

[式内の全フィールドの値が空欄の時、計算しない ] を選択します。
このオプションを有効にすると、計算式で使用されるすべてのフィールドが空白の
場合、計算式は評価されません。通常、このオプションを使用するとパフォーマン
スが向上します。このオプションを解除すると、フィールドに何も入力されていな
い場合やフィールドの値がまったく変更されていない場合でも計算が行われます。

フィールド参照を選択します

計算式ボックス

比較演算子と論理演算子を選択します

関数を選択します

計算結果のデータタイプを選択します

索引と索引設定の格納オプ
ションを選択します

繰り返しフィールドに指定する場合に
繰り返し数を入力します

リストからテーブルを選択します

計算式で指定されたフィールドのどれか
１つに値が保存されていないと式の計算
を行わないように指定します

算術演算子と文字演算子を選択します

ダイアログボックス内での関
数の表示方法を選択します

計算式を評価する基準と 
なるテーブルを選択します

クリックして計算の定義の際にオン
ラインヘルプを表示します
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新規レイアウト /レポートアシスタントを使用すると、集計フィールドを配置した集計レポートをすばやく作成でき
ます。71 ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照してください。

ヒント   ブラウズモードで表形式を使用すると、フィールドごとにデータをグループ化したり、フィールドの小計を
表示したり、データの各グループの小計を作成する動的なレポートをすばやく作成できます。詳細については、ヘル
プを参照してください。

集計フィールドの値は、レイアウト内でどの位置（パート）に集計フィールドを配置したか、対象レコード内のレ
コード数、レコードがソートされているかどうか、使用している表示モードなどによって異なります。

このため、集計フィールドを含むレイアウトに変更を加えて、目的の集計結果を得るためには、レイアウトパートに
ついて理解しておく必要があります。95 ページの「レイアウト上のパートの操作」を参照してください。

1. 集計フィールドを作成するには、60 ページの「[データベースの管理 ] ダイアログボックスでのフィールドの作成
と変更」の手順１から５に従ってください。

2. フィールドタイプに [集計 ] を選択して、[作成 ] をクリックします。

3. 集計フィールドのオプションのダイアログボックスで、実行する集計タイプを左のラジオボタンから選択し、集
計の対象となるフィールドの名前を右のスクロールボックスから指定します。

 

指定する集計タイプ 対象レコードのフィールド値の集計目的

合計 フィールド内の値の合計を計算します。

平均値 フィールド内の値の平均を計算します。

カウント フィールドに値が入力されているレコードの数を求めます。たとえば、あるフィールドに 
100 個の値（１レコードに１つずつ）が保存されている場合、カウントの結果は 100 とな
ります。

最小値 フィールドの最小値、または最も古い日付、時刻、タイムスタンプを検索します。

最大値 フィールドの最大値、または最も新しい日付、時刻、タイムスタンプを検索します。

標準偏差 フィールド内の値がどのくらい分散しているかを計算します。このオプションでは、
フィー ルド内の値の平均値から標準偏差が計算されます（計算式では、n-1 の重み付けが
行われます）。

合計に対する比 フィールド内のある値が全体の値の合計に占める割合を計算します。たとえば、特定の販
売員が売上合計に対してどの程度の売上を上げたかなどを計算します。

集計タイプを選択します 集計の対象となるフィールドを選択します

集計タイプに応じたオプ
ションを指定します

繰り返しの集計のオプションを選択します合計またはカウントを再開します
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4. 必要な場合には、集計タイプに応じて集計オプションを選択します。

選択できる集計オプションは、前の手順で指定した集計タイプによって異なります。

5. 必要な場合には、繰り返しフィールドの集計オプションを選択します。

6. [OK] をクリックします。

7.  フィールドの定義を続行するか、[OK] をクリックします。

次のことに注意してください。

1 [新規レイアウト /レポート ] アシスタントでレポートを作成する場合、集計パートのフィールドにはパート固有の
スタイルが表示され、デフォルトのテーマスタイルは表示されません。

1 フィールドツールを使用して集計パートにフィールドを追加してテキストが見づらい場合は、[インスペクタ ] ま
たは [書式のコピー /貼り付け ] を使用して、別のフィールドからスタイルをコピーします。

1 FileMaker Pro ファイルが外部 ODBC データソースからのデータにアクセスする場合、外部データを使用して集計
を指定するために、補助フィールドを追加できます。詳細については、次のセクションを参照してください。

補助フィールドの使用

FileMaker Pro ファイルが外部 ODBC データソースからのデータにアクセスする場合、ODBC データを使用して格納
していない計算や集計結果を表示するために、補助フィールドを追加できます。FileMaker Pro を使用して、外部 

ODBC データベースのスキーマを変更できないため、外部テーブルには補助フィールドのみを追加できます。

SQL データにインタラクティブにアクセスし、操作する方法については、126 ページの「外部データソースの操作」
を参照してください。補助フィールドの使用方法については、ヘルプを参照してください。

指定する集計タイプ 選択するオプション 目的

合計 [現在の合計 ] これまでに操作したレコードの値に現在のレコード
の値を加算した合計を表示します。ソートされたそ
れぞれのグループに対して現在の合計を再開するに
は、[ソートされたグループごとに集計を再開する ] 
を選択します。次にフィールド一覧から、ソートの
再開対象フィールドを選択します。

平均値 [加重平均 ]。表示されているフィールドの
リストから「重み」の値が入力されている
フィールドを選択します。

他のフィールドの値を重みの値として使用し、特定
のフィールドの平均値を求めます。

カウント [現在のカウント ] これまでに操作したレコードの数に現在のレコード
を加算したカウントを表示します。ソートされたそ
れぞれのグループに対してカウントを再開するには、
[ソートされたグループごとに集計を再開する ] を選
択します。次にフィールド一覧から、ソートの再開
対象フィールドを選択します。

標準偏差 [母集団として ] 重みを n にして、選択されているレコードの値を母
集団として標準偏差を求めます。

合計に対する比 [小計 ]。表示されるフィールドリストか
らレコードのグループ化を行うために使
用するフィールドを選択します。（ブラウ
ズモードに戻ったときに、このフィール
ドに基づいてソートを行い、値を正しく
計算します）

一部のレコードに基づいて計算した値の合計値に対
する比を求めます。

選択するオプション 目的

全体 フィールド内のすべての繰り返しを集計して、１つの集計値を計算します。

個別 各繰り返しに対して集計値を計算します。
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フィールドのオプションの設定
フィールドオプションは、フィールドを定義する際に設定するか、または後で設定することもできます。次のような
処理に対してオプションを設定することができます。

1 デフォルトのデータの入力

1 入力値の制限内容に対するデータの確認

1 繰り返しフィールドの設定

1 索引の作成

1 オブジェクトデータを外部に保存

1 グローバル値の保存

1 ふりがなフィールド（日本語のフィールドのみ）

フィールドに対するオプションを使用すると、フィールド内にデータを正確かつ矛盾なく入力することができます。
たとえば、「国」フィールドに「フランス」と入力するつもりで “フラス ”と誤って入力したとします。 この場合、後
で「フランス」のすべての顧客を検索しようとしても、該当するレコードを見つけることができません。国名が正確
に入力されるように設定するには、入力する可能性のある国名の値一覧を定義してから、国のフィールドに対して
[値一覧名 :] オプションを選択します。フィールドに入力されたデータはリスト内の値と一致している必要があります。

表形式、フォーム形式、またはリスト形式での作業中にフィールドオプションを設定できます。

値一覧の詳細については、87 ページの「レイアウト上のチェックボックスのセットまたはその他のコントロールの
設定」を参照してください。集計フィールドにオプションを設定するには、63 ページの「集計フィールドの作成」
を参照してください。オブジェクトフィールドに索引オプションを設定するには、ヘルプを参照してください。

入力値の自動化の定義

各レコードのフィールドにデフォルト値を自動的に入力するには、次の操作を行います。

1. データベースが開いている状態で、次のいずれかの操作を行います。

1 表形式で作業している場合は、フィールド名を右クリックして、[フィールド ] >[フィールドオプション ...] を選
択します。手順５に進みます。

1 [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2. [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[フィールド ] タブをクリックします。

3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル :] リストから適切なテーブルを選択します。

4. フィールドリストで、定義するフィールドをダブルクリックします。

5. [フィールド「フィールド名」のオプション ] のダイアログボックスで [入力値の自動化 ] タブをクリックし、オプ
ションを選択します（選択可能なオプションはフィールドタイプによって異なります）。

目的 実行方法

レコードが入力または最後に変更されたときの日
付、時刻、タイムスタンプ、ユーザ名、またはア
カウント名を入力する

[作成情報 ] または [修正情報 ] を選択して、リストから目的のオプ
ションを選択します。

各レコードの特定のフィールドにシリアル番号を
入力する

[シリアル番号 ] を選択します。レコードの作成時に番号を割り当てる
には、[作成時 ] を選択します。レコードの確定時に番号を割り当てる
には、[確定時 ] を選択します。初期値（1001 など）を [次の値 :] に
入力し、増加する値を [増分 :] に入力します。

直前に使用されたレコードと同じ値を入力する [直前に参照したレコード値 ] を選択します。

特定のデータを入力しておく [データ :] を選択し、255 文字までのデータを入力します。
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6.  [OK] をクリックして [フィールド「フィールド名」のオプション ] ダイアログボックスを閉じるか、別のタブをク
リックして他のフィールドオプションを設定します。

入力値の制限の設定

入力値の制限オプションを選択し、データがフィールドに正しく入力されるよう設定することができます。データが
正しく入力されなかった場合は、メッセージが表示されます。

重要   混乱を避けるため、日付を使用する場合にはフィールドに日付の入力値の制限オプションを設定し、年が必ず
４桁の西暦で入力されるようにしてください。

1. データベースが開いている状態で、次のいずれかの操作を行います。

1 表形式で作業している場合は、フィールド名を右クリックして、[フィールドオプション ...] を選択します。
手順５に進みます。

1 [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2. [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[フィールド ] タブをクリックします。

3. ファイルに複数のテーブルがある場合、[テーブル :] リストから適切なテーブルを選択します。

4. フィールドリストで、定義するフィールドをダブルクリックします。

5. [フィールド「フィールド名」のオプション ] ダイアログボックスで、[入力値の制限 ] タブをクリックします。

フィールド内に計算結果を入力する [計算値 ] を選択して、[計算式の指定 ] ダイアログボックスで計算式
を設定した後、[OK] をクリックします。[計算式の指定 ] ダイアログ
ボックスの詳細については、62 ページの「計算フィールドの作成」
を参照してください。
[フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない ] を選択する
と、既存のデータへの上書きを防ぐことができます。

同一のテーブルまたはファイル、あるいは別の
テーブルまたはファイルのフィールドの値をコ
ピーして入力する

[ルックアップ値 ] を選択し、ルックアップの方法を指定して [OK] を
クリックします。112 ページの「ルックアップの作成」を参照してく
ださい。

自動入力された値を変更できないように設定する [データ入力時の値変更の禁止 ] を選択します。

データの自動入力機能を解除する すべてのチェックボックスの選択を解除します。

目的 実行方法

フィールド内にデータを
正しく入力するためのオ
プションを指定します

[入力値の自動化 ] を
クリックします
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6. 無効な入力値の処理方法を指定します。

[このフィールドの入力値を制限する :] で、常にフィールドの入力値を制限するには [常時 ] を、データの入力時
にのみ制限するには [データの入力時のみ ] を選択します。ユーザが無効なデータを入力できないようにする場合
は、[データの入力時にユーザによる上書きを許可する ] の選択を解除します。

7. 現在のフィールドに対する入力値の制限オプションを指定します。

入力値の必要条件 選択するオプション

数字のみ [タイプ :] を選択し、リストから [数字 ] を選択します。

月と日が数字で、年が４桁の数字である日付（2014/5/12 な
ど）

[タイプ :] を選択し、リストから [西暦４桁の日付 ] を選択
します。

00:00 から 23:59 までの時刻を指定する（秒は省略可） [タイプ :] を選択し、リストから [時刻 ] を選択します。

空白のフィールドを不可とする [空欄不可 ]

他のレコードの同じフィールドで値が重複しないようにする [ユニークな値 ]

他のレコードの同じフィールドにすでに入力された値に一
致させる

[既存値 ]

指定した値一覧の値に一致する [値一覧名 :] を選択して、リストから値一覧を選ぶか、値一
覧を定義します。

特定の範囲内の文字（数字、ひらがな、カタカナは五十音
順、英単語はアルファベット順、漢字はコード順）、数字、
日付、また時刻

[下限値 :] を選択し、範囲の上限値と下限値を入力します。

計算結果と一致する [計算式で制限 ] を選択して、[計算式の指定 ] ダイアログ
ボックスで計算式を入力します。[フィールドに変更があっ
た場合のみ制限する ] を選択または選択解除してから [OK] 
をクリックします。
結果は論理値の真または偽です。計算式の結果は、０以外
の数字の場合は真と判断され、それ以外の場合（０と空欄
または数字以外）には偽と判断されます。
[計算式の指定 ] ダイアログボックスの詳細については、
62 ページの「計算フィールドの作成」を参照してください。

指定した文字数を越えない [最大文字数 :] を選択し、入力を許可する最大文字数を入力
します。

指定したファイルサイズを超えない（オブジェクトフィー
ルドの場合）

[最大キロバイト数 ] を選択し、キロバイト数を入力します。
この設定はオブジェクトフィールドに埋め込まれたファイ
ル、または外部に保存されたファイルのサイズを制限しま
す。この設定は、オブジェクトフィールドに参照で保存さ
れたファイルには効果がありません。
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8. 指定した評価基準に合わないデータが入力されたときに独自のメッセージを表示するには、[制限値以外の入力時
にカスタムメッセージを表示 ] を選択して、255 文字までのメッセージを入力します。

9.  [OK] をクリックして [フィールド「（フィールド名）」のオプション ] ダイアログボックスを閉じるか、別のタブを
クリックして他のフィールドオプションを設定します。

詳細については、ヘルプを参照してください。

索引設定と格納のオプションについて

FileMaker Pro では、フィールドに対する索引設定と計算結果の保存に関するオプションを設定できます。次の操作
を行うことができます。

1 フィールドに保存された値のリストである索引を作成できます。索引を設定すると検索時間が大幅に短縮されま
すが、必要なディスクスペースも増加します。テキスト、数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの各フィー
ルドに索引を設定できます。また、テキスト、数字、日付、時刻、またはタイムスタンプが返される計算フィー
ルドにも索引を設定することができます。

1 データベースの計算フィールドに計算結果を保存するか、保存せずに必要時にのみ計算するように設定すること
ができます。計算結果を保存することによって処理速度は速くなりますが、その分ディスクスペースが必要とな
ります。テキスト、数字、日付、時刻、タイムスタンプ、および計算の各フィールドに索引オプションを設定で
きます。

1 ファイルのすべてのレコードで１つの値を共有するように任意のフィールド（集計フィールドを除く）を設定す
る場合は、[フィールド「（フィールド名）」のオプション ] ダイアログボックスの [データの格納 ] タブで [グロー
バル格納（すべてのレコードに１つの値）を使用する ] を選択します。グローバル格納が定義されたフィールド
は、「グローバルフィールド」とも呼ばれます。

1 ローカルコンピュータまたはホストコンピュータの別のフォルダまたはディレクトリなど、ファイルに対して外部
にあたる場所にオブジェクトフィールドのデータを保存します。

現在のフィールドに対する
入力値の制限オプションを
指定します

[入力値の制限 ] をクリック
します

このオプションはオブジェクトフィール
ドについてのみ表示されます
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.

オブジェクトフィールドについては、[データの格納 ] タブのオプションが変わります。
.

フィールドのオプションの設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

データベーステーブルの作成
データベーステーブルを使用すると、共通の文字または規則によって、データを整理したりグループ化することがで
きます。データベースには、データを整理するために必要な数のテーブルを含めることができます。

FileMaker Pro では、データの保存だけでなく、リレーションシップグラフのリレーションシップを示す場合や、レ
イアウトや一部の計算のコンテキストを設定する場合にもテーブルを使用します。FileMaker Pro では、コンテキス
トとは、計算式やスクリプトの開始時や、リレーションシップグラフでのリレーションシップの評価時の基準となる
開始点のことです。

新しいファイルを作成すると、FileMaker Pro によって、最初のテーブルと最初のレイアウトが自動的に作成されま
す。このテーブルとレイアウトには、ファイルと同じ名前が付きます。

[データの格納 ] をクリック
します

フィールドのデータの格納
オプションを選択します

オブジェクトフィールド以外のすべてのフィールドタイプのデータの格納オプション

オブジェクトフィール
ドのデータの格納オプ
ションを選択します

オブジェクトフィールドのデータの格納オプション
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追加のテーブルを作成するには、[データベースの管理 ] ダイアログボックスを使用します。

1. データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2. [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[テーブル ] タブをクリックします。

3. [テーブル名 :] ボックスにテーブルの名前を入力し、[作成 ] をクリックします。

テーブルの名前を変更したり、テーブルを削除することができます。ファイルにテーブルを追加すると、自動的
にリレーションシップグラフに表示されます。

4.  テーブルの定義を続行するか、または [フィールド ] タブをクリックしてフィールドを定義します。

リレーションシップ、テーブル、およびリレーションシップグラフの詳細については、第 4 章「関連テーブルと関
連ファイルの操作」を参照してください。

レイアウトとレポートの作成
FileMaker Pro のレイアウトでは、情報をどのように表示、印刷するか、そして検索やデータ入力を行う際の画面の
表示方法を指定します。レイアウトはデータを表示するだけで保存はしません。レイアウトは、特に印刷される場合
にレポートと呼ばれることがあります。

１つのファイルに、必要な数のレイアウトを作成することができます（データ入力用、集計レポート用、ラベル印刷
用など）。レイアウトのデザインを変更しても、データや同じファイルの他のレイアウトには影響しません。レイア
ウトに特定のフィールドのみを含め、他のフィールドはテーブルに含めないように設定することができます。 ブラウ
ズモードで、あるレイアウトで特定のフィールドのデータを変更すると、そのフィールドを使用している他のレイア
ウトでも同じように変更後のデータが表示されます。

テーブルの名前を入力します
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FileMaker Pro で用意されているデータベーステンプレートファイルを使用しないでデータベースファイルを作成す
ると、ファイル内の最初のテーブルと、フィールドが含まれる新しく追加された各テーブルに対して、レイアウトが
自動的に作成されます。

タブコントロールは、データを整理するための便利なツールです。たとえば、個人データベースで、従業員の写真、
職務、および財務情報のタブパネルを作成できます。レイアウトモードでタブコントロールを作成するには、[挿入 ] 

メニュー  > [タブコントロール ...] を選択するか、タブコントロールツールをクリックします。詳細については、ヘ
ルプを参照してください。

フィールド :データの入力や
表示を行うのに使用します

レイアウトポップアップメニュー

モードポップアップメニュー ボタン :頻繁に使用するタスクを自動化します

レイアウトテキスト :タイト
ル、列タイトル、フィールド
ラベル、指示、およびフォー
ムの文字に使用します

パート :ヘッダ、フッタ、ボ
ディ、小計、総計を使用して、
レイアウトを用途別の領域に
分割します

タブコントロールツール

タブコントロール

クリックすると別のタブパネルが表示されます
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追加のレイアウトは、レイアウトモードに切り替え、新規レイアウト /レポートアシスタントを使用して作成しま
す。このアシスタントでは、オプションを選択しながらレイアウトを作成していきます。これらのレイアウトタイプ
は、データ入力画面の表示、売上報告の合計やラベルレイアウトの印刷など、さまざまな用途に使用することができ
ます。さらに、レイアウトモードで使用できるデザインツールを使用して各レイアウトをカスタマイズできます。

重要   FileMaker Pro では、選択したプリンタ、および印刷設定（用紙設定）を元にして、レイアウトにおける余白
や単位が算出されます。プリンタと印刷の設定は、使用するプリンタとシステムソフトウェアによって異なります。
詳細については、プリンタおよびシステムのドキュメントを参照してください。

次のことに注意してください。

1 新規レイアウト /レポートアシスタントを開始する前に、レイアウトに配置するフィールドを作成しておく方が簡
単です（59 ページの「集計フィールドの作成と変更」を参照してください）。ただし、新規レイアウト /レポー
トアシスタント内でフィールドを作成することもできます。

1 ブラウズモードまたはレイアウトモードで新規レイアウトを横方向に印刷したり、特別な用紙サイズに印刷する
場合、[ファイル ] メニュー > [印刷設定 ...]（Windows）または [ファイル ] メニュー  > [用紙設定 ...]（Mac OS）
を選択し、開始する前に印刷方向と用紙の設定を確認してから、[OK] をクリックします。[印刷設定 ] と [用紙設
定 ] の設定を変更すると、現在のファイルのすべてのレイアウトに影響するため、他のレイアウトを適切に印刷
するには、これらの設定を後に変更する必要があります。

1 [レイアウトの管理 ] ダイアログボックスを使用して、データベースでレイアウトとレイアウトフォルダを簡単に管
理できます。たとえば、レイアウトやフォルダを追加、削除、複製したり、複数のレイアウトを開いたり、レイア
ウトやフォルダがレイアウトポップアップメニューに表示される順序を変更できます。詳細については、ヘルプを
参照してください。

レイアウトを作成するには、次の操作を行います。

1. ブラウズモードで、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [レイアウト ...] を選択して、[新規 ] をクリックします。レイア
ウトモードで、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。

新規レイアウト /レポートアシスタントが表示されます。アシスタントは一連のパネルで構成され、最初のパネ
ルで選択したレイアウトタイプに基づいてレイアウトが作成されます。

2. ファイルが複数のテーブルで構成される場合は、このレイアウトに表示するレコードが含まれるテーブルを選択
して、レイアウト名を指定します。

3. 画面の指示に従って、最初のパネルで選択したタイプのレイアウトを作成していきます。

ここで作成できるレイアウトのタイプについては、「レイアウトタイプについて」を参照してください。

4.  すべてのパネルで選択を終了したら、[完了 ] をクリックします。

新しいレイアウトをすぐに使用することも、カスタマイズすることもできます。カスタマイズする場合は、レイアウ
トモードのツールやコマンドを使用します。詳細については、79 ページの「レイアウト上のオブジェクトの操作」
および 85 ページの「レイアウト上のフィールドの操作」を参照してください。

レイアウトタイプについて

次のセクションでは、新規レイアウト /レポートアシスタントで作成できるレイアウトについて、それぞれ説明します。

標準

データを入力したり画面で表示する場合には、標準レイアウトを使用すると便利です。このレイアウトには、選択し
たフィールドが、選択した順序に一行ずつ表示され、フィールドの左にはフィールドラベルが付加されます。ブラウ
ズモードでは、フォーム形式を他の形式に切り替えない限り一度に１レコード（フォーム）を表示することができます。
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表形式

表形式レイアウトには、選択したフィールドが左から右に指定した順序でグリッドに表示されます。フィールド名は
列タイトルです。

表形式のレイアウトタイプを選択すると、ブラウズモードでレイアウトを表示するためのデフォルト表示として、レ
イアウトが表形式で自動的に作成されます。表形式は、FileMaker Pro のすべてのレイアウトで利用可能な３つの表
示形式のうちの１つであり、他の形式にはフォーム形式とリスト形式があります。表形式はデータをスプレッドシー
トのような形式で表示し、ブラウズモードでフィールドの位置を簡単に変更したり、レコードを追加または削除した
り、フィールドを定義することができます。たとえば、マウスをクリックするだけで、簡単に列（フィールド）の並
べ替え、列幅の変更、または列のソートを実行することができます（該当するオプションが選択されている場合）。
表形式の詳細については、29 ページの「表形式でのデータの使用」を参照してください。

表形式で集計データを表示することもできます。 ここでは１つ以上の列でデータをグループ化したり、テーブルの総
計の各グループの小計をチェックすることができます。表形式のデータ値を変更したときに集計結果が再計算されて
リアルタイムに更新されます。表形式からグラフを直接作成することもできます。動的なレポートとクイックグラフ
の作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

フィールドラベル 定義されているフィールドは [データ
ベースの管理 ] ダイアログボックスで
定義された順序で表示されます
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リスト形式

リスト形式のレイアウトには選択したフィールドが、指定した順序でページの左から右に表示されます。フィールド
名が列タイトルとして表示されます。複数のレコードを一覧で表示または印刷する場合に適しています。指定した
フィールド数が多い場合には、レイアウトのページの幅を越えても１行のデータとして表示されます。これを防ぐに
は、列をページ幅に制限します。

新規レイアウト /レポートアシスタントでは、次の設定を選択することができます。

1 固定のテキスト（会社名など）、自動更新されるテキスト（ページ番号や現在の日付など）、またはグラフィック
（会社のロゴなど）をヘッダパートやフッタパートを追加して表示する。

1 ソートでレコードをグループ化

1 情報をスクリプトに保存してレポートを再実行する。 たとえば、レポートレイアウトへの切り替え、データのソー
ト、レポートをプレビューするための一時停止などの処理がスクリプトに含まれます。

これらのオプションは、新規レイアウト /レポートアシスタントを終了した後で変更することもできます。

レポート

レポートレイアウトを使用すると、集計レポートとオプションの総計および小計をセットアップできます。たとえ
ば、売上データを地域別にグループ化し、各地域の売上の小計を計算して、総計に追加することができます。リスト
形式のレイアウトを使用すると、ヘッダパートまたはフッタパートを追加して、情報をスクリプトに保存できます。

レポートレイアウトの詳細については、ヘルプを参照してください。

空白レイアウト

複雑なデータ入力画面などのレイアウトを最初から独自に作成する場合は、空白レイアウトを使用します。レイアウ
トモードに切り替えて、レイアウト上にフィールドや他のオブジェクトを追加していきます。

レイアウトとレポートの作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

ラベル

選択したフィールドを配置し、あらかじめ定義されている標準のラベルサイズでこれを印刷する場合に、ラベルレイ
アウトを使用します。FileMaker Pro には、複数の標準ラベルタイプのサイズがあらかじめ登録されています。必要
なラベルタイプがない場合は、カスタムのラベルサイズを指定することができます。

縦書きラベルレイアウトでは、ラベルを縦方向で使用できるように全角文字が回転されます。縦書き書式の詳細につ
いては、94 ページの「縦書き用のフィールドとテキストの書式設定」を参照してください。
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ラベルレイアウトの作成方法とラベルの印刷については、46 ページの「ラベルと封筒の印刷」を参照してください。

縦書きラベル

縦書きラベルはラベルレイアウトに似ていますが、ラベルを縦方向で使用できるように全角文字は回転されます。縦
書き書式の詳細については、94 ページの「縦書き用のフィールドとテキストの書式設定」を参照してください。

封筒

選択したフィールドを、標準の一般的な封筒に配置して印刷するには、封筒レイアウトを使用します。

封筒レイアウトの作成方法と封筒の印刷については、46 ページの「ラベルと封筒の印刷」を参照してください。

レイアウトテーマの操作
FileMaker Pro のテーマを使用することで、レイアウトやレポートの見た目を向上させ、すべてのレイアウトの外観
に一貫性を持たせることができます。スタイルは、背景色、フィールドの枠と塗りつぶし、フィールド内外のテキス
トの属性といったレイアウトの特徴に影響します。スタイルは、フィールドやオブジェクトの配置や動作を制御する
ものではありません。新規レイアウト /レポートアシスタントでテーマに新しいレイアウトを適用できます。また、
レイアウトモードで既存のレイアウトのテーマを変更できます。

レイアウトモードのラベル

プレビューモードのラベル
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レイアウトのテーマを変更するには、次の操作を行います。

1. 変更するレイアウトを表示します。

2. レイアウトモードで、[レイアウト ] メニュー > [テーマの変更 ...] を選択します。

3. [レイアウトテーマ ] のリストでテーマを選択し、各テーマのプレビューを表示します。

4. [OK] をクリックして、選択したテーマを現在のレイアウトに適用します。

次のことに注意してください。

1 レイアウトのテーマを変更すると、次を除く新しいテーマの属性がレイアウトのすべてのオブジェクトに適用さ
れます。

1 元のレイアウトまたはテーマから維持されたフォントとフォントサイズ

1 FileMaker Pro 12 より前のバージョンで作成され、元の書式設定が維持されたボタン

1 正しく表示するには、テーマがレイアウトに適用された後で、レイアウトパートとレイアウトオブジェクトのサ
イズ変更が必要な場合があります。

1 FileMaker Pro 12 より前のバージョンで作成されたレイアウトと同様のレイアウトにするには、[基本 ] から、[ク
ラシック ] テーマを選択します。

1 FileMaker Go で使用するレイアウトを作成する場合は、タッチテーマのいずれかを選択します。

1 インスタント Web 公開で使用するレイアウトを作成する場合は、[クラシック ] テーマを選択します。インスタン
ト Web 公開では、クラシックテーマのみがサポートされています。一部の FileMaker Pro 機能は、Web で公開さ
れたデータベースに表示されない場合があります。詳細については、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』
および FileMaker ナレッジベース（http://filemaker-jp.custhelp.com）を参照してください。

1 テーマを変更した後で、カスタムスタイルを設定できます。ただし、もう一度テーマを変更するとカスタムスタイ
ルは失われます。

段組を使用したレコード印刷の設定
レコードを段組にして印刷（またはプレビュー）するようにレイアウトを設定することができます。これは、フィー
ルドをリスト形式で配置するリスト形式のレイアウトとは対照的です。

段組を使用してレコードを印刷するように設定すると、１つのレコードのすべてのフィールド値（および指定されて
いる場合はラベル）が１つのラベルのように同じブロック内に印刷され、それ以降のレコードも、同じようにすべて
のフィールド値がまとめて印刷されます。レイアウトの段組を確認するには、レイアウトモードとプレビューモード
に切り替えるか、または実際に印刷してください。

段組を使用した場合には、レコードを縦に並べることも、横に並べることもできます。

縦に並べる

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

5

7

2

4

6

8

横に並べる
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レイアウト内の段の設定

1. プリンタを選択し、印刷設定（用紙設定）を行います。

FileMaker Pro では、選択したプリンタ、および印刷設定（用紙設定）を元にして、レイアウトにおける余白や単
位が算出されます。

2. レイアウトモードに切り替えてレイアウトを作成するか、またはレイアウトポップメニューからレイアウトを選
択します。

空白レイアウトまたはボディパートにオブジェクトが配置されていないレイアウトから始めると簡単です。

3. [レイアウト ] メニュー > [レイアウト設定 ...] を選択します。

4. [レイアウト設定 ] ダイアログボックスの [印刷 ] タブをクリックして、[印刷時の段数 <値 > 段 ]を選択し、段数とそ
のオプションを選択して [OK] をクリックします。

5. レイアウト上に、段の区切りを示す垂直線が表示されます。

6. 左側に表示されたサンプルの段で、フィールドとその他のレイアウトオブジェクトを配置したり、位置を調整し
たりします。

より多くのデータを段の幅に納めるには、マージフィールドまたはスライドするフィールドやオブジェクトを使
用します。このいずれかの機能を使用すると、フィールドを２段目のグレーの領域へ拡大することができ、デー
タを表示または印刷するときはフィールド内の余分なスペースが詰められます。

目的 実行方法

段数を指定する [印刷時の段数 <値 > 段 ] に、１から 99 までの数値を入力します。

ページの左から右へ横方向にレコードを配置する [横に並べる ]  を選択します。
このオプションは、ラベルなどで、縦方向の行数を最小限に抑え
て用紙を節約します。

ページの上から下へ縦方向にレコードを配置する [縦に並べる ] を選択します。
このオプションは、住所録などで、段ごとに上から下へ並べる場
合に使用します。

ドラッグして、段の幅を調整

サンプルの段
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段の幅の変更

初期設定では、各段の幅は、用紙のサイズ、方向、および設定した余白に基づき計算されます。段の幅を変更するに
は、次のいずれかの操作を行います。

段数を変更すると、設定した用紙の幅（固定の余白を除く）に合わせて段の幅が調整されます。フィールドを、サン
プルの段に収まるように再調整しなければならない場合もあります。

レコード印刷用のレイアウトの設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

レイアウト上のオブジェクトの操作
オブジェクトとは、フィールドやテキスト、グラフィックオブジェクト（楕円や挿入したイメージなど）、ボタン、
ポータル（関連レコードの行を表示するもの）のような個々に独立した要素のことです。これらのオブジェクトに対
しては、選択、移動、サイズ変更、削除、コピー、書式設定といった処理を行うことができます。レイアウト内にオ
ブジェクトを配置することによって、レイアウトのデザインを向上させることができます。

それぞれのオブジェクトに対して、ステータスツールバーの特定のツールを使用することができます。

メモ   ドキュメントのウインドウの上部にステータスツールバーが表示されない場合は、ステータスツールバーが非
表示になっている可能性があります。レイアウトモードで作業していることを確認して、ドキュメントウインドウの
左下隅にあるステータスツールバーコントロールボタン  をクリック（または [表示 ] メニュー > [ステータスツー
ルバー ] を選択）します。

目的 実行方法

段の幅を調整する 段の右の境界線（サンプルの段の右端に表示された縦の破線）をドラッグします。段の幅
を広げると、グレーの領域が表示されます。 これは段の間の印刷できないエリアです。

段の幅を正確な数値で調整する レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックします。[位置 ] をクリックしま
す。カーソルを段の右端の境界線に合わせて、マウスのボタンを押します。このときにド
ラッグしないように注意してください。[サイズ ]領域の [幅 ] の列の値を確認します。

レイアウトモードのステータスツールバー（Windows）

レイアウトモードのステータスツールバー（Mac OS）
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オブジェクトの書式設定でのインスペクタの使用

レイアウトモードではオブジェクトの表示および設定の変更にインスペクタを使用できます。各タブは書式設定の
別々の要素に重点を置いています。各タブのオプションの上にポインタを置くと、説明を表示することができます。

インスペクタを開くには、次の操作を行います。

1 レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックします。

1 [表示 ] メニュー > [インスペクタ ] を選択します。

複数のインスペクタウインドウを開いて、レイアウトの作業を簡単にすることができます。たとえば、[インスペク
タ ] ウインドウの [データ ] タブと別の [インスペクタ ] ウインドウの [外観 ] タブを表示して、各タブのオプション
にアクセスできます。別の [インスペクタ ] ウインドウを開くには、[表示 ] メニュー > [新規インスペクタ ] を選択
します。

インスペクタの使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

タブをクリックして、オブジェ
クトのさまざまな要素を書式設
定します

レイアウト上でのオブジェクトの
位置に対する設定を入力します

オブジェクトをウインドウの上下
左右にアンカー（ブラウズまたは
検索モード）するか、左か右にア
ンカー（プレビューモードまたは
印刷）するか設定します

オブジェクトの相対的位置とオブジェクト
のサイズ変更に対する設定を選択します

オブジェクトの印刷とプレビュー
に対する設定を選択します

グリッド操作の設定を選択します
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オブジェクトの配置でのインスペクタの使用

インスペクタを使用して、レイアウトでのオブジェクトの位置やサイズを正確に指定することができます。
FileMaker Pro のウインドウがサイズ変更されると、オブジェクトを自動的にサイズ変更したり、水平または垂直に
移動するように設定できます。横方向の設定は、ページサイズが表示または印刷されるレイアウトのサイズよりも大
きいときに、プレビューモードと印刷モードにも適用されます。

レイアウトオブジェクトがサイズ変更するように設定されている場合、アンカーされたオブジェクトから一定距離を
維持します。これにより、FileMaker Pro のウインドウがサイズ変更されたときに、オブジェクトが移動、引き伸ば
し、あるいは縮められます。

アンカーポイントはオブジェクトが存在するレイアウトマージンまたはオブジェクトマージンです。デフォルトで
は、オブジェクトはレイアウトまたはページの上と左にアンカーするように設定されています。

オブジェクトの位置またはサイズを正確に決める

1. レイアウトモードで、１つまたは複数のオブジェクトを選択します。

詳細については、84 ページの「オブジェクトの選択」を参照してください。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[位置 ] をクリックします。

3. [位置 ]領域にフィールドのいずれかの新しい値を入力します。

4. 次のいずれかのフィールドに新しい値を入力します。

オブジェクトにとってその数値の変更が意味を持たない場合には値を入力できません。 たとえば、線に高さを指
定しても意味がありません。 また、選択したオブジェクトがロックされている場合も値を入力できません。

5.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

メモ   単位を変更するには、次のいずれかの操作を行います。

1 定規を右クリックして、ショートカットメニューから単位を選択します。

1 ドキュメントの左上隅で縦と横の定規が重なる位置をクリックします。

1 インスペクタで、多数のオプションの隣に表示される単位をクリックします。

フィールド 説明

名前 選択したオブジェクトの名前（オプション）。オブジェクトやグループ化されたオブジェクトに名
前を割り当てることができます。
一部のスクリプトステップや関数では、対象オブジェクトを指定するためにこれらの名前を使用し
ます。詳細については、ヘルプを参照してください。

左辺 選択した部分の左端からレイアウトの左端までの距離

上辺 選択した部分の上端からレイアウトの上端までの距離

右辺 選択した部分の右端からレイアウトの左端までの距離

下辺 選択した部分の下端からレイアウトの上端までの距離

幅 オブジェクトの幅

高さ オブジェクトの高さ
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オブジェクトをレイアウト上でサイズ変更または移動する

レイアウトオブジェクトがサイズ変更するように設定されている場合、アンカーされたオブジェクトから一定距離を
維持します。これにより、FileMaker Pro のウインドウがサイズ変更されたときに、オブジェクトが移動、引き伸ば
し、あるいは縮められます。

アンカーポイントはオブジェクトが存在するレイアウトマージンまたはオブジェクトマージンです。デフォルトで
は、オブジェクトはレイアウトまたはページの上と左にアンカーするように設定されています。

FileMaker Pro のウインドウがサイズ変更されたときに、オブジェクトが移動、引き伸ばし、あるいは縮められるよ
うにするためには、次の操作を行います。

1. レイアウトモードで、レイアウト上の１つまたは複数のオブジェクトを選択します。

詳細については、84 ページの「オブジェクトの選択」を参照してください。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[位置 ] をクリックします。

3. [自動サイズ調整 ]領域で、レイアウトまたはオブジェクトにアンカーするオブジェクトの側面を示す線を選択します。

メモ   タブパネルやポータルのフィールドなど、レイアウトオブジェクト内に配置されたオブジェクトは、オブジェ
クトのサイズ変更の設定を継承しません。

重要   複数のオブジェクトは横に並べられたり、重ねられたり、左右両方の端がアンカーされ、上下の端がウインド
ウやオブジェクトに対応して移動したりサイズ変更されます。従って、隣接するオブジェクトは互いに相対的な距離
を維持することはなく、ウインドウがサイズ変更されると重なることもあります。

オブジェクトのサイズ変更の設定の詳細に関しては、ヘルプを参照してください。

ツールを使用したオブジェクトの配置

FileMaker Pro には、レイアウトモードでオブジェクトの作成、サイズ変更、形状の変更、移動、および配置を行う
ための複数のツールがあります。

定規

定規を表示すると、レイアウトの端に沿って水平および垂直の定規が表示されます。レイアウト上でポインタを移動
すると、ポインタの位置を追って、定規内でガイド線が移動します。

1 定規を表示するには、レイアウトモードで [表示 ] メニュー > [定規 ] を選択します。

1 定規を非表示にするには、[表示 ] メニュー > [定規 ] をもう一度選択します。

グリッド

グリッドを表示すると、印刷しない一連の交差する縦と横の線が表示されます。グリッドを使用すると、作成、サイ
ズ変更、移動または配置したオブジェクトを整列できます。オブジェクトをグリッドに「スナップ」（強制配置）す
ると、オブジェクトの作成と編集がより正確に行えます。単位を変更すると、グリッドラインが調整されます。

アンカーするオブジェクトの
側面の線を選択します
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グリッドを表示または非表示にするには、次のいずれかの操作を行います。

1 インスペクタで [位置 ] タブをクリックします。グリッド領域で、[グリッドを表示 ] を選択または選択解除します。

1 [表示 ] メニュー > [グリッド ] > [グリッドを表示 ] を選択します。グリッドを非表示にするには、もう一度 [グリッド
を表示 ] を選択します。

ガイド

ガイドを使用して同じレイアウト内や複数のレイアウトでオブジェクトを整列することができます。

ダイナミックガイド

レイアウト上でオブジェクトをドラッグして移動、サイズ変更、または配置すると、オブジェクトの近く、またはオ
ブジェクト上にダイナミックガイドが表示され、より正確な作成と編集に役立ちます。ダイナミックガイドも、オブ
ジェクトを移動、サイズ変更、または配置するときに、上または下の境界、およびオブジェクトの中心に「強制配
置」します。
 

ダイナミックガイドを使用するには、次の操作を行います。

1 ダイナミックガイドをオンにするには、レイアウトモードで [表示 ] メニュー > [ダイナミックガイド ] を選択します。

1 ダイナミックガイドをオフにするには、[表示 ] メニュー > [ダイナミックガイド ] をもう一度選択します。

画面ステンシル

iPad、iPhone、および一般的なデスクトップ解像度に最適なレイアウトのデザインに役立つガイドを表示できます。
カスタムサイズで画面ステンシルを作成することもできます。

目的 実行方法

縦のガイドを作成する 垂直定規から外側にドラッグします。（定規が表示されていない場合は、[表示 ] メ
ニュー > [定規 ] を選択します。)

横のガイドを作成する 水平定規から下にドラッグします。（定規が表示されていない場合は、[表示 ] メ
ニュー > [定規 ] を選択します。)

ガイドを移動する ガイドを新しい位置にドラッグします。
ガイドがロックされている場合は、移動する前にロックを解除する必要があります。

作成または編集する他のレイア
ウトでガイドを使用する

ガイドを右クリックしてから、[すべてのレイアウトでガイドを共有 ] を選択します。
他のレイアウトと共有するガイドは、現在のレイアウトのみで使用されるガイドとは異
なった色で表示されます。
共有されているガイドを現在のレイアウトのみで使用するには、ガイドを右クリックし
て、もう一度 [すべてのレイアウトでガイドを共有 ] を選択します。

ガイドをロックする ガイドを右クリックしてから、[ガイドをロック ] を選択します。ロックされたガイド
はロックされていないガイドとは異なった色で表示されます。
ガイドのロックを解除するには、もう一度 [ガイドをロック ] を選択します。

ガイドを取り除く 横のガイドを水平定規に、縦のガイドを垂直定規にドラッグして戻します。
ガイドを右クリックしてから、[ガイドを取り除く ] を選択します。

ガイドを表示または非表示にする ガイドを表示するには、[表示 ] メニュー > [ガイド ] > [ガイドを表示 ] を選択します。
ガイドを非表示にするには、もう一度 [ガイドを表示 ] を選択します。

強制配置の効果をオンまたはオ
フにする

[表示 ] メニュー > [ガイド ] > [ガイドに沿わせる ] を選択します。オフにするには、
もう一度 [ガイドに沿わせる ] を選択します。
ガイドが表示されていなくても、オブジェクトはガイドに沿って配置されます。

ダイナミックガイド
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画面ステンシルを表示するには、レイアウトバーで [画面ステンシル ] の矢印  をクリックして、ドロップダウ
ンリストからサイズを選択します。同じレイアウトに複数の画面ステンシルを同時に表示できます。画面ステンシル
を作成するには、メニューから [カスタムサイズ ...] を選択します。

オブジェクトの選択

レイアウト上のオブジェクトを操作する場合は、最初にレイアウトモードに切り替えてから対象のオブジェクトをク
リックします。選択したオブジェクトの周囲には、小さな四角形、またはハンドルが表示されます。

メモ   選択されたオブジェクトの周囲のハンドルが  として表示される場合は、そのオブジェクトがロックされて
いることを表します。

オブジェクトを選択するには、ステータスツールバーで選択ツール  をクリックします。ポインタの形が矢印に変
わります。次のいずれかの操作を行います。

選択する内容 レイアウトモードでの操作

単一のオブジェクト 矢印ポインタでオブジェクトをクリックします。オブジェクトに色がついていない場合は、境界
線をクリックします。

複数のオブジェクト 対象のオブジェクトを完全に囲むように、矢印ポインタをドラッグします。Ctrl キー（Windows）、
または 2 キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、完全に囲むように範囲設定しなくても、
オブジェクトの一部が枠内に入っていれば、選択対象となります。
または、Shift キーを押しながらオブジェクトを１つずつクリックします。

レイアウト上のすべての
オブジェクト

[編集 ] メニュー > [すべてを選択 ] を選択します。

同じタイプのすべてのオ
ブジェクト（すべてのテ
キストオブジェクトやす
べての長方形など）

選択するオブジェクトのタイプに対応するツールを選択し、[編集 ] メニュー > [すべてを選択 ] を
選択します。この方法ではボタンの選択は行われません。
矢印ポインタでフィールドをクリックし、Shift キー（Windows）または option キー（Mac OS）
を押しながら、[編集 ] メニュー > [すべてを選択 ]（Windows）または [同じものを選択 ]
（Mac OS）を選択します。

すべてのフィールド 矢印ポインタでフィールドをクリックし、Shift キー（Windows）または option キー（Mac OS）
を押しながら、[編集 ] メニュー > [すべてを選択 ]（Windows）または [同じものを選択 ]
（Mac OS）を選択します。

ポータル ポータルの枠、またはフィールドやオブジェクトを含んでいないポータル内の領域を矢印ポイン
タでクリックします。

ガイド
画面ステンシル

定規

選択されたオブジェクトの周囲のハンドル
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レイアウト上のオブジェクトの操作の詳細については、ヘルプを参照してください。

レイアウト上のフィールドの操作
レイアウトを作成した後で、新しいフィールドの追加や不要なフィールドの削除を行ったり、フィールドに入力した
データのコントロールの設定を決めたり、データを表示する形式を決めたりすることができます。

レイアウト上のフィールドはオブジェクトとして扱われるため、選択、移動、およびサイズと形の変更が可能です。
レイアウトモードでは、現在のそのフィールドに対して設定されている書式（フォント、サイズ、スタイル、配置、
行間、文字色）でフィールド名が表示されます。オブジェクトフィールドを除くすべてのフィールドには、テキスト
の基線が表示されます。

メモ   レイアウト内に表示されていなくても、データベースに存在しているフィールドとそのフィールド内のデータ
を計算や小計で使用することができます。

レイアウト上のフィールドの配置と削除

フィールドは、あらゆるレイアウトのあらゆる箇所に、必要な数だけ配置することができます。配置するフィールド
は、あらかじめ定義しておく必要があります。59 ページの「集計フィールドの作成と変更」を参照してください。

同じフィールドであっても、レイアウトでの配置場所を変えることで異なる結果が得られます。次に例を示します。

1 同じ集計フィールドを小計パートと総計パートに追加して、小計パートのフィールドには、ソートされたレコー
ドのグループの小計を表示させ、総計パートのフィールドには、テーブル内のすべてのレコードの総計を表示さ
せます。

タブコントロール、タブ
パネル、およびタブパネ
ル上のオブジェクト

タブコントロールの作成と操作の詳細については、ヘルプを参照してください。

オブジェクトの選択解除 レイアウト上の空白の領域、またはステータスツールバーの任意のツールをクリックします。
または、Shift キーを押しながら、選択したオブジェクトをクリックします。

選択する内容 レイアウトモードでの操作

フィールド名が表示
されます

テキストの基線

フィールドラベル
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1 ヘッダパートとフッタパートに同じフィールドを追加して、それぞれのページのヘッダにはページの最初のレ
コードのデータを表示させ、フッタにはページの最後のレコードのデータを表示させます。たとえば、住所録の
ヘッダに姓のふりがなフィールドを追加する場合などがこれに当たります。

1 同じ関連フィールドをレイアウトに直接追加して最初の関連レコードのフィールド値を表示させることも、ポータ
ル内に配置して複数の関連レコードの値を表示させることもできます。(ポータルは、関連テーブルからレコード
を表示するレイアウトオブジェクトです。）

レイアウト上でのフィールドの配置

1. レイアウトモードに切り替えて、レイアウトポップメニューから対象となるレイアウトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

1 ステータスツールバーのフィールドツール  からフィールドをドラッグしてレイアウト上の適当な位置へ
フィールドをドラッグします。レイアウト上へフィールドをドラッグするときに、フィールド枠とテキストの
基線が表示されます。これにより、レイアウト上の他のオブジェクトと位置を合わせやすくなります。

 

1 フィールドを追加してサイズ変更するには、ステータスツールバーのフィールド /コントロールツール  を
クリックします。十字線をドラッグして、フィールドを描きます。

1 ドロップダウンリスト、ポップアップメニュー、チェックボックスセット、ラジオボタンセット、またはド
ロップダウンカレンダーにフィールドデータを表示するには、フィールド /コントロールツール  

（Windows）をクリックするか、フィールド /コントロールツール  （Mac OS）をクリックして押したまま
にして、レイアウトに追加するフィールドまたはコントロールのタイプを選択します。十字線をドラッグし
て、フィールドを描きます。フィールドの値一覧を書式設定し選択するには、87 ページの「レイアウト上の
チェックボックスのセットまたはその他のコントロールの設定」を参照してください。

メモ   関連フィールドをポータルに配置する場合は、ポータルの最初の行に挿入します。ポータルの各フィール
ドが、ポータルにレコードを表示するように設定された同じ関連テーブルのフィールドであることを確認してく
ださい。詳細については、ヘルプを参照してください。

3. [フィールド指定 ] ダイアログボックスで、配置するフィールドを選択します。

別のテーブルのフィールドを選択するには、フィールドの一覧の上部にあるテーブル一覧からテーブルを選択し
ます。次にフィールド一覧から目的のフィールドを選択します。または、テーブル一覧から [データベースの管
理 ...] を選択して、  をクリックして、リレーションシップやテーブルを作成します（109 ページの「リレー
ションシップの作成」を参照してください）。

4. レイアウト上で、フィールド名をフィールドラベルとして挿入する場合は、[ラベルの作成 ] を選択します。

追加するフィールドを選択
します

フィールド名をフィール
ドラベルとして使用する
かどうかを選択します

別のテーブルのフィールド
を配置するには、テーブル
を選択します

クリックすると [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
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5. [OK] をクリックします。

現在のレコードからサンプルデータを表示するように選択している場合（[表示 ] メニュー > [オブジェクト ] > [サ
ンプルデータ ] を選択している場合）を除き、レイアウトのフィールドにはフィールド名が表示されます。関連
テーブルのフィールドには、フィールド名の前に２つのコロンが付き、「::フィールド名」のように表示されます。

フィールドを別のフィールドで置き換える

レイアウトモードに切り替えてフィールドをダブルクリックし、[フィールド指定 ] ダイアログボックスで別の
フィールド名を選択し [OK ] をクリックします。

レイアウトからフィールドを削除する

レイアウトモードに切り替えてフィールドをクリックして選択し、Backspace キーか Delete キー （Windows）また
は del キーか delete キー（Mac OS）を押すか、[編集 ] メニュー > [消去 ] を選択します。レイアウトからフィールド
を削除しても、データベースからフィールドやそのデータが削除されるわけではありません。

レイアウト上のチェックボックスのセットまたはその他のコントロールの設定

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、ラジオボタン、およびドロップダウンカレン
ダーとして表示するようにフィールドを書式設定できます。フィールドの入力に応じて一致する候補を示すように、
フィールドをオートコンプリートとして設定することもできます。これらのすべてのオプションはデータ入力を支援
するものです。

ポップアップメニュー、チェックボックスセット、またはその他のコントロールを表示するようにフィールドを設定
するには、次の操作を行います。

1. レイアウトモードで、フィールドを選択します。

1 フィールドがレイアウトに表示されていない場合は、85 ページの「レイアウト上のフィールドの配置と削除」
を参照してください。

1 フィールドがまだ定義されていない場合、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択して新規
フィールドを定義します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [フィールド ]領域で、[コントロールスタイル ] を選択します。

1 編集ボックス

1 ドロップダウンリスト

1 ポップアップメニュー

1 チェックボックスセット

1 ラジオボタンセット

1 ドロップダウンカレンダー

たとえば、ラジオボタンを使用して頻繁に使用するテキスト、数字、日付または時刻の値一覧を表示するように
設定します。データ入力の際にユーザは値を入力するのではなく、定義された値から選択することができます。

別のコントロールスタイルを選択すると、インスペクタに別のオプションが表示されます。

「国」フィールドに設定された値一覧

データ入力時には値一覧か
らデータを選択します

 国
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4. [値一覧 ] リストから、目的の値一覧を選択します。

値一覧を作成するには、  アイコン（[値一覧 ] の隣）をクリックします。

5. 必要に応じて、値一覧のオプションを選択します。

[コントロールスタイル ] に [ドロップダウンリスト ] を選択すると、コンボボックスとしてフィールドを書式設
定する場合に、[一覧の表示切り替え用矢印を表示 ] を選択できます。編集ボックスに矢印のアイコンが表示され
ます。矢印をクリックするか、Esc キー（Windows）または esc キー（Mac OS）を押して、ドロップダウンリス
トの表示 /非表示を切り替えます。

値一覧に定義された値以外の値を入力できるようにするには、[値一覧の編集を許可 ] または、[他の値の入力を
許可 ] を選択します。

フィールドにユーザが入力するときに一致する候補を表示するためのフィールドを設定するには、[既存の値を使
用してオートコンプリート ] または [値一覧を使用してオートコンプリート ] を選択します。

6. 別のフィールドのデータを表示するには、  アイコン（[データを表示 ] の隣）をクリックします。

[フィールド指定 ] ダイアログボックスで、データの表示元のフィールドを選択します。レイアウト上で、フィー
ルド名をフィールドラベルとして挿入する場合は、[ラベルの作成 ] を選択します。[OK] をクリックします。

7.  レイアウトを保存します。

値一覧の作成とコントロールスタイルのオプション設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

関連フィールドの配置場所の決定

関連フィールドを、レイアウトまたはポータルに直接配置することができます。

1 レイアウトに直接配置した場合：関連フィールドをレイアウトに直接配置すると、リレーションシップの条件に
一致する関連レコードが複数ある場合でも、最初の関連レコードのデータだけが表示されます。この場合、リ
レーションシップでソート優先順位が指定されているかどうかによって、表示される最初の関連レコードが異な
ります。詳細については、109 ページの「リレーションシップの作成」を参照してください。

1 ポータルに配置した場合：関連フィールドをレイアウト上のポータルに配置すると、リレーションシップの条件に
一致するすべての関連レコードのデータが表示されます。ポータルの関連フィールドを配置するときの例について
は、ヘルプを参照してください。

メモ   関連フィールドを配置する前に、第 4 章「関連テーブルと関連ファイルの操作」の内容をよく理解しておく必
要があります。

マージフィールドについて

マージフィールドを使用すると、フィールドデータと定型書簡、ラベル、封筒、契約書といったドキュメントのテキ
ストを組み合わせることができます。マージフィールドはテキストブロックで作成するので、固定のテキストと
フィールドデータを同時に使用することができます。

マージフィールドは、各レコードのフィールドに含まれるテキストの長さに合わせて拡大 /縮小されます。次に例を
示します。

1 マージフィールド << 氏名 >> が「様」というテキストの前にある場合（つまり「<< 氏名 >> 様」）、「氏名」
フィール ドに「田中純生」というテキストが入力されていると、ブラウズモードまたはプレビューモードでは
「田中純生様」と表示されます。

1 マージフィールド自体が１行のテキストである場合（宛先ラベルの「住所２」フィールドにデータがない場合な
ど）、テキストブロックから空の行が削除されます。

FileMaker Pro では、マージフィールドを使用してラベルや封筒のレイアウトを作成します。

メモ   マージ変数を使用してデータを表示することもできます。詳細については、ヘルプを参照してください。
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フィールドの表示書式設定

FileMaker Pro では、フィールド書式を設定してレイアウトにおけるデータの表示方法を変更することができます。
書式を指定しても、データベースに保存されているデータは変更されません。 同じレイアウト上であっても、場所に
よってフィールドに異なる書式を設定することができます。たとえば、数字フィールドに “-5123”と入力する場合
に、「-5,123円」と表示されるように書式設定することも、「<5123>」と表示されるように書式設定することもでき
ます。

メモ   書式を設定しない場合、数字、日付、および時刻は、ファイルの作成時に [コントロールパネル ] の [地域と言
語のオプション ]（Windows）または [システム環境設定 ] の [言語環境 ] ウインドウ（Mac OS）で設定されていた
システム書式に基づいて表示されます。

フィールドに対する文字書式の設定

レイアウトモードでは、文字を入力できるすべてのフィールドに対して、文字属性を指定することができます。
フィールド内のすべての文字（繰り返しフィールドの場合は、すべての繰り返し項目の値）には、同じ文字属性
（フォント、サイズ、スタイル、文字色、行間隔、タブ、段落設定）が定義されます。

メモ   ブラウズモードで、テキストフィールド内の文字の属性（斜体、下線、強調など）を設定することもできま
す。レイアウトモードで指定されるテキスト書式とは異なり、この書式はデータとともに保存されるため、レイアウ
トに関係なく、そのフィールドが表示される場合は常にその属性で表示されます。

1. レイアウトモードで、１つまたは複数のフィールドを選択します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[外観 ] をクリックします。

3. 使用する書式を選択します。

[テキスト ] 領域を使用して、スタイル、サイズ、フォント、またはテキストの色を書式設定するか、テキストの
強調表示、太字、斜体、または下線を設定します。[段落設定 ] 領域を使用して、段落の行揃え、インデント、お
よびフィールドの行間を設定します。[タブ設定 ] セクションを使用して、タブストップの配置と位置揃え、タブ
のインデントの幅を埋めるリーダー文字の作成を行います。
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4.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

フィールドのテキスト書式の設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

数字を含むフィールドに対する書式の設定

数字フィールド、計算結果が数字となる計算フィールド、および集計フィールドでの値の表示方法を設定することが
できます。

1. レイアウトモードで、数字を表示する１つまたは複数のフィールドを選択します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [データの書式設定 ] 領域で、[数字 ] ボタン  をクリックします。

4. 使用する数字書式を [書式 ] リストから選択し、数字フィールドの追加書式を選択します。

表示されるオプションは、選択する書式によって異なります。

フォント、スタイル、サイズ
と色を指定しますテキストの強調表示

垂直方向と水平方向の整列、
行間、段落のインデントを
設定します

タブ位置と整列を設定します

タブの位置まで連続して入力
される埋め込み文字を入力し
ます



第 3 章  |  データベースの作成 91

5.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

数字を含むフィールドの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

日付フィールドに対する書式の設定

日付フィールドおよび計算結果が日付となる計算フィールドでの値の表示方法を設定することができます。

重要   ブラウズモードでは、レイアウトモードで設定した日付フィールドの書式に関係なく、クリックや Tab キーで
日付フィールドに移動すると、年が４桁で表示されます。日付は常に４桁の西暦で入力することをお勧めします。２
桁の西暦の日付を入力した場合、４桁の西暦の日付に変換されます。詳細については、ヘルプの「２桁の西暦の処理
方法」を参照してください。

1. レイアウトモードで、日付フィールドまたは計算結果が日付となる計算フィールドを選択します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [データの書式設定 ] 領域で、日付ボタン  をクリックします。

4. 使用する日付書式を [書式 ] リストから選択し、日付フィールドの追加書式を選択します。

通貨とマイナス値表示
用のオプションを設定
します

論理値や小数点を含む数字、お
よび通貨とパーセントに関する
オプションを選択します

数字を漢数字の書式で表示する
ためのオプションを設定します
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5.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

日付フィールドの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

時刻フィールドに対する書式の設定

フィールドでの時刻の表示方法を設定することができます。

1. レイアウトモードで、時刻フィールドまたは計算結果が時刻となる計算フィールドを選択します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [データの書式設定 ] 領域で、[時刻 ] ボタン  をクリックします。

4. 使用する時刻書式を [書式 ] リストから選択し、時刻フィールドの追加書式を選択します。

小数秒を表示するように秒の構成要素の書式を設定する場合は、次の手順に進みます。秒の構成要素の書式を設
定しない場合は、手順６に進みます。

5. [データの書式設定 ] 領域で、[数字 ] ボタン  をクリックして、使用する書式設定オプションを選択します。

秒の構成要素の表示に影響するのは、小数点以下の桁数と小数点記号（[ セパレータ ] の右側）の２つのオプショ 

ンのみです。残りのオプションを設定しても効果はありません。

曜日、月、日付、年、お
よびセパレータの文字に
関するオプションを選択
します

日付を漢数字で表示する
ためのオプションを選択
します
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6.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

時刻フィールドの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

タイムスタンプフィールドに対する書式の設定

フィールドでのタイムスタンプの表示方法を設定することができます。タイムスタンプフィールドの書式設定は、
日付、時刻（秒の部分は除く）、および秒（小数秒を含む）の３つの構成要素を個別に書式設定することによって
行い ます。

1. レイアウトモードで、タイムスタンプフィールドまたは計算結果がタイムスタンプとなる計算フィールドを選択
します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. 日付の構成要素を書式設定するには、[データの書式設定 ] 領域で、[日付 ] ボタン  をクリックして使用する書
式設定オプションを選択します。

4. 時刻の構成要素（秒の部分は除く）を書式設定するには、[データの書式設定 ] 領域で、[時刻 ] ボタン  をク
リックして使用する書式設定オプションを選択します。

5. 秒および小数秒の構成要素の書式を設定するには、[データの書式設定 ] 領域で、[数字 ] ボタン  をクリックし
て使用する書式設定オプションを選択します。

秒の構成要素の表示に影響するのは、小数点以下の桁数と小数点記号（[セパレータ ] の右側）の２つのオプショ
ンのみです。残りのオプションを設定しても効果はありません。

6.  Enter キーまたは Tab キーを押すか、インスペクタの外側をクリックして変更を適用します。

メモ   日付と時刻の書式を指定してから、他の書式設定を適用する必要があります。[日付 ] または [時刻 ]のいずれ
かに [入力モードそのまま ] を選択すると、タイムスタンプフィールドのデータは入力したとおりに表示されます。

タイムスタンプフィールドの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

日本語で時刻を表示するため
のオプションを選択します

時刻を入力されたとおりに表示
するか、あらかじめ定義されて
いる書式を使用するか、または
個別に設定する書式で入力する
かを選択します
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オブジェクトフィールドに対する書式の設定

オブジェクトフィールド内のイメージとファイルアイコンの表示方法を設定することができます。

メモ   レイアウトに挿入したグラフィックオブジェクトを書式設定する場合も、次の手順と同じです。

1. レイアウトモードに切り替えて、オブジェクトフィールド、または挿入したグラフィックを選択します（複数も
可）。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [データの書式設定 ] 領域で、[グラフィック ] ボタン  をクリックして使用する書式を選択します。
  

オブジェクトフィールドの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

縦書き用のフィールドとテキストの書式設定

オペレーティングシステムで日本語のテキスト入力がサポートされている場合、日本語のテキストを縦書き書式で表
示するようにフィールドオブジェクトとテキストオブジェクトを書式設定することができます。縦書きでは、文字は
上から下に表示され、連続する縦の段は縦方向に右から左に表示されます。これは、ラベルに住所を印刷する場合に
便利です。

１つまたは複数のフィールドを選択して、[書式 ] メニュー > [文字の方向 ]  > [縦書き ] を選択すると、フィールド内
の文字が反時計回りに 90 度回転します。フィールド自体は回転しません。選択したフィールドを回転させるには、
[配置 ] メニュー  > [90度回転 ] を選択します。

テキストの印刷方法に応じて、レイアウトのページの方向を変更することができます。この操作を行うには、[ファ
イル ] メニュー > [印刷設定 ...]（Windows）または [用紙設定 ...]（Mac OS）を選択して、印刷の向きを縦または横
に変更します。

縦書き用のフィールドとテキストの書式設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

フィールド内で横方向にグラ
フィックを揃える場合の配置す
る方法を指定します

グラフィックを枠内に埋め込
む方法を選択します

フィールド内で縦方向にグラフィッ
クを揃える場合の配置する方法を指
定します

写真とインタラクティブメディ
アの表示方法を選択します
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フィールドへの入力の許可と禁止

フィールドへの入力を許可または禁止することができます。たとえば、シリアル番号が含まれるフィールドへの入力
を制限して、そのフィールドを修正できないようにすることができます。ブラウズモードと検索モードで個別のデー
タ入力オプションを設定すると、シリアル番号の入力は禁止したとしても、シリアル番号の検索は許可することがで
きます。

フィールドへの入力を許可する場合は、ブラウズモードや検索モードでそのフィールドをクリックするか、またはタ
ブで移動したときに、フィールドの内容全体を選択するように設定することができます。このように設定しない場合
は、フィールド内のテキストの末尾に挿入ポイントが表示されます。

1. レイアウトモードで、１つまたは複数のフィールドを選択します。

2. レイアウトバーで [インスペクタ ] ボタン  をクリックして、[データ ] をクリックします。

3. [動作 ] 領域で、[フィールド入力 ] に次のオプションを選択します。

レイアウト上のフィールドの操作の詳細については、ヘルプを参照してください。

レイアウト上のパートの操作
FileMaker Pro のレイアウトは、レイアウトパートと呼ばれるいくつかの部分に分けられており、パートごとに
フィールド内のデータの処理方法や表示方法が定義されています。パートを利用して、たとえば次のようにデータの
印刷方法を指定することができます。

1 各レコードに対して一度ずつ印刷する

1 各ページに一度だけ印刷する

1 ソートされたレコードグループの前または後に一度だけ印刷する（レコードのグループごとに小計を計算する場合
など）

レイアウトには、少なくとも１つのパートが必要です。レイアウトパートには、フィールド、ポータル、ボタン、テ
キスト、およびその他のオブジェクトを含めることができます。レイアウトモードでは、レイアウトパート（パート
境界）間の分割を表すグレーの横線が表示され、レイアウトの左の余白、またはパート境界の上のパートに直接パー
トラベルが表示されます。

パートとは割り当てられたスタイルで、レイアウトのテーマによって定義されます。インスペクタを使用して、パー
トスタイルをカスタマイズできます。

新規レイアウト /レポートアシスタントを使用すると、選択する内容に従って、適切なレイアウトパートが自動的に
作成されます。アシスタント終了後に、必要に応じてレイアウトパートを追加、変更、または削除することができま
す。71 ページの「レイアウトとレポートの作成」を参照してください。

目的 実行方法

ブラウズモードでのフィールドへの入力を禁止する [ブラウズモード ] を解除します。

検索モードでのフィールドへの入力を禁止する [検索モード ] を解除します。

フィールドに移動したときにフィールドの内容全体が選択され
るようにする

[フィールドに入るときに全内容を選択 ] を選択します。
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レイアウトパートのタイプについて

次の表は、レイアウトパートの各タイプについて説明します。

レイアウトパート 説明

タイトルヘッダ 最初の画面またはページの先頭に一度だけ表示されます。タイトルヘッダが設定されている場合は、最
初のページのヘッダがタイトルヘッダで置き換えられます。レポートでは、タイトルページを分割して
印刷することもできます。レイアウトにはタイトルヘッダを１つだけ設定することができます。

ヘッダ すべての画面またはページの先頭部分に表示されます。 ただし、タイトルヘッダが設定されていない場
合は、最初のページのみヘッダではなくタイトルヘッダが表示されます。タイトルまたは表レイアウト
の列タイトルに使用されます。１つのレイアウトにはヘッダを１つだけ設定することができます。

ボディ ボディに配置したフィールド、テキストオブジェクト、グラフィックなどのオブジェクトは、対象レ
コードの各レコードごとに１回ずつ表示されます。１つのレイアウトにはボディを１つだけ設定するこ
とができます。

フッタ すべての画面またはページの下部に表示されます（タイトルフッタを追加する場合を除く )。１つのレ
イアウトにはフッタを１つだけ設定することができます。

タイトルフッタ 最初の画面またはページの下部のみに、通常のフッタ（指定されている場合）に代わって表示されま
す。１つのレイアウトにはタイトルフッタを１つだけ設定することができます。

ボディ

ヘッダ

小計

後部総計

フッタ

売上レポート

ボディの下の小計には、区分けフィールド
（販売員など、グループ化の基準として使用
するフィールド）でソートされたレコードグ
ループに対する集計データが表示されます

後部総計

フッタ Favorite Bakery Confidential 2014 年 6月

販売員  項目 数量  合計価格
鈴木洋一  FB3 1  ￥390
鈴木洋一  FB4 1  ￥170
鈴木洋一  FB1 2  ￥190
鈴木洋一  FB5 3  ￥520

小計  ￥1,270

村上竜太  FB6 2  ￥390
村上竜太  FB7 5  ￥770
村上竜太  FB2 2  ￥450

小計  ￥1,610

総計  ￥2,880
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レイアウトに、小計、総計、平均、カウントなどの集計データを定義する場合は、集計フィールドを集計レイアウト
パートに定義します（63 ページの「集計フィールドの作成」を参照してください）。集計パートには、総計パートと
小計パートがあります。

1 総計パートには、通常、ブラウズされているすべてのレコードの集計値（合計など）を表示する集計フィールド
が１つ以上含まれます。

1 小計パートには、通常、レコードグループの小計値を表示する集計フィールドが１つ以上含まれます。レコードは
区分けフィールドの値によるソートでグループ化することができます。区分けフィールドの値が変わると、そこで
レポートが区切られ、小計パートがレイアウトに挿入されます。小計パートは、区分けフィールドによりソートさ
れると表形式とリスト形式に表示され、ファイルのデータが変更されるたびに動的に更新されます。

レイアウトパートの操作の詳細については、ヘルプを参照してください。

グラフの作成と編集
FileMaker Pro では、さまざまなグラフを作成してデータをグラフで比較できます。グラフを作成する前に、どの
データの比較を強調するかを考えてから、比較を明確に示すグラフのタイプを選択します。

使用する要素 目的

縦棒グラフ（垂直）、また
は横棒グラフ（水平）

増減、最高と最低、数、頻度などを比較します。たとえば、複数の製品に関する月別売上に使用
します。

積み重ね縦棒グラフ（垂
直）、または積み重ね横棒
グラフ（水平）

パートと全体を比較します。たとえば、複数年に渡って年間販売額を比較する場合に使用します。

正 /負縦棒グラフ 正と負の値を比較します。たとえば、収益と損失を比較する場合に使用します。

円グラフ 個々のパートが全体の中で占めるパーセントを比較します。たとえば、販売された各製品が売上
総額に占めるパーセントを表示する場合に使用します。

線グラフ 財務データの履歴など、時間とともに継続的に変化するデータを示します。

面グラフ 高、低、データポイント間の移動を強調して、特定の期間のデータ動向を比較します。たとえば、
売上総額や平均を示すのに使用します。

散布図 x 座標と y 座標を個々の値として描画し、相関パターンを明らかにします。たとえば、コールセン
ターの目標とする待ち時間と実際の待ち時間の比較などに使用します。

バブルグラフ サイズに関して個々のデータポイントを比較します。たとえば、各データポイントについて販売
された製品数、製品ごとの販売額と売上総額に占めるパーセントでグラフを作成して、マーケッ
トシェアを比較します。
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グラフの作成

次の手順では、ブラウズモードで選択したフィールドに基づいて FileMaker Pro によって設定されたクイックグラフ
の作成方法について説明します。クイックグラフを作成する場合、FileMaker Pro では、選択されたフィールド、
フィールドタイプ、アクティブなフィールドの内容、および指定されたソート順に基づいて、グラフが設定されます。

メモ   レイアウトモードでもグラフを作成できます。レイアウトモードでのグラフの作成の詳細については、ヘルプ
を参照してください。

次の例では、各取引会社での顧客数のカウントと比較を行うグラフの作成方法について説明します。

1. グラフに追加するファイルを開いて、表形式に切り替えます。

2. 強調するデータを含む列をソートします。

たとえば、顧客の会社を強調するには、[会社 ] 列を右クリックして、[昇順でソート ] を選択します。

3. 比較するデータを含む列をソートします。

たとえば、各会社の顧客数を比較するには、[姓 ] 列を右クリックして、[グラフ ] > [会社に基づく姓カウント ] 

を選択します。

[グラフ設定 ] ダイアログボックスが各会社の顧客数を示す縦棒グラフのプレビューとともに表示されます。

グラフのプレビュー

グラフのタイプと
データ系列を指定し
ます

グラフを作成するレコー
ドを指定します

グラフインスペクタ
で設定を変更すると
プレビューが更新さ
れます

グラフの外観を変更します
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4. 右側のグラフインスペクタの設定を選択してグラフを変更し、[グラフ設定 ] ダイアログボックスで変更の結果を
プレビューできます。

グラフに関するこれらのオプションおよびその他のオプションの詳細については、ヘルプを参照してください。

5. [レイアウトとして保存 ...]、次に [レイアウトの終了 ] をクリックします。

グラフの編集

1. レイアウトポップアップメニューからグラフを含むレイアウトを選択します。

2. レイアウトモードに切り替えて、グラフをダブルクリックします。

3. [グラフ設定 ] ダイアログボックスで、グラフインスペクタの設定を変更します。

4. [終了 ] をクリックして [グラフ設定 ] ダイアログボックスを閉じます。

5.  [レイアウトの保存 ]、次に [レイアウトの終了 ] をクリックします。

グラフの作成と編集の詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 実行方法

グラフにタイトルを追加する 表示された [グラフ ] オプションで、[タイトル ] にグラフのタイ
トルを入力または変更するか、または  をクリックしてタイト
ルを指定します。たとえば、「会社別のアカウント」などと入力
します。

グラフのタイプを選択してデータ系列を指定する [タイプ ] でグラフのタイプを選択します。たとえば、[円グラフ ] 
を選択します。

データのラベルを変更し、目盛を表示または非表示に
し、該当する場合は目盛を設定して、データを書式設
定する

グラフの追加オプションを選択します。たとえば、[凡例を表示 ]、
[グラフに値を表示 ] および [パーセント ] を選択します。

グラフの配色、凡例、またはフォントを変更します。 [スタイル ] をクリックして、変更を行います。たとえば、グラ
フのスタイルに [影付き - 3D]、配色に [アース ]、フォントの設
定にゴシック体、太字、黒を選択します。

グラフで使用するデータのタイプを指定します（対象
レコードのレコード、区切りレコード、または関連レ
コード）

[データソース ] をクリックして、データソースを選択します。
たとえば、[現在の対象レコード ] を選択します。

ブラウズモードのレイアウト内のグラフ



第 4 章 
関連テーブルと関連ファイルの操作

この章では、次の操作の基本について説明します。

1 リレーショナルデータベースを計画する

1 リレーションシップを作成および編集する

1 ルックアップを作成および編集する

FileMaker Pro では、リレーショナルデータベースおよびルックアップの基礎として関連テーブルを使用します。リ
レーショナルデータベースでは、他のテーブルからのデータを動的に処理することができるため、１か所でデータを
変更するだけで、関連データが表示される箇所すべてに変更を反映させることができます。ルックアップでは、ある
テーブルから別のテーブルにデータをコピーして貼り付け（ペースト）できます。 挿入されたルックアップデータ
は、編集するか、もう一度ルックアップを実行しない限り変更されません。

リレーショナルデータベースは、次のような場合に使用します。

1 参照元（または現在）のテーブルで、最新のデータを表示させ、操作する必要がある場合。たとえば、ある項目の
現在の価格など、関連テーブルの現在のデータが必要な場合に、関連フィールドのデータを表示する際に使用しま
す。関連レコード内のデータを変更すると、現在のテーブル内に取り込まれたデータも自動的に更新されます。

1 データを効率的かつ柔軟な形で設定および管理する必要がある場合。重複する値が入力された多数のデータベー
ステーブルやファイルを作成する代わりに、値を一度だけ保存しておき、リレーションシップを使用してこれら
の値を利用できます。データの変更は１か所で行われるため、データが重複することはなく、整合性も高くなり
ます。

1 データは１箇所だけで保存されるため、ディスクスペースも少なくて済みます。

関連テーブルからデータをコピーして、関連データが変更されてもコピーした状態のままで保存する場合はルック
アップを使用します。たとえば、ルックアップを使用して購入時の項目の価格を「請求書」テーブルにコピーします。
ルックアップを使用すると、関連テーブルの価格が変化した場合でも、「請求書」テーブルの価格は変わりません。

FileMaker Pro は他の FileMaker Pro ファイルや外部 ODBC データソースに格納されるデータにもアクセスできます。 
これにより、FileMaker Pro ファイルに格納されたデータを外部ソースのデータと組み合わせることができます。
ODBC を通じて情報を共有する SQL データベースのデータを操作できます。FileMaker Pro の補助フィールドを使用
して、ODBC データソースに格納されたデータの計算および集計処理を実行することもできます。FileMaker Pro を
外部データソースで使用する方法については、126 ページの「外部データソースの操作」を参照してください。

メモ   FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプを参照
してください。

リレーションシップについて
リレーションシップは、データを編成するための強力な方法です。リレーションシップを使用すると、共通のフィー
ルド値、異なるフィールド値、または複数のフィールドの値の比較に基づき、１つまたは複数のテーブルのデータを
結合することができます。

リレーションシップを作成した後は、次のいずれかの操作を行って、関連テーブルのデータを表示することがで
きます。

1 リレーショナルデータベースをデザインする。 リレーショナルデータベースとは、一緒に使用することによって
意味のある関係が形成され、必要なデータがすべて揃うようなデータベースファイル（データベーステーブル）
です。各データは特定のテーブルのみに保存されていますが、どの関連テーブルからもデータにアクセスし、表
示することができます。どの関連データも変更可能で、変更は関連データを使用するすべての箇所に表示されま
す。 ルックアップを定義し、関連テーブルのデータをコピー先のテーブルのフィールドにコピーする。
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1 コピーしたデータは、コピー先のフィールドにコピーして貼り付け（ペースト）した場合と同様に、２か所に保
存されます。ルックアップされたデータは、コピーした時点での最新の状態ですが、一度コピーしたデータは、
再度ルックアップするか、ルックアップをもう一度実行するまで、同じ状態のままになります。ルックアップさ
れたデータは、コピーした時点で最新の状態になりますが、データを一度コピーすると、再度ルックアップする
か、ルックアップをもう一度実行するまで、固定されます。

たとえば、パンや菓子類の製造業の場合、「製品」テーブルにパンや菓子類の製品に関する情報と現在の価格を、「顧
客」テーブルに顧客名や連絡先など顧客の情報を、「請求書」テーブルに各注文の記録を、「品目」テーブルに販売し
た品目と販売価格を含めて請求書の各品目の売上データを保存します。請求書には動的なデータと静的なデータが混
在するため、リレーショナルデータベースとルックアップの両方を使用して、データを表示します。「品目」テーブ
ルのレコードは、「請求書」レイアウトのポータルに動的に表示されますが、各品目の実際の販売価格はルックアッ
プを使用して入力されるため、将来価格が変更になった場合でも、請求書の合計は販売時点での価格を正確に反映し
た価格が保たれます。

リレーショナルデータベースを作成するには、２つのフィールド（照合フィールド）の間にリレーションシップを定
義します。照合フィールドは、異なるテーブル内、または同じテーブル（自己連結）内に定義することができます。
リレーションシップに設定された条件に従って、一方の照合フィールドの値がもう一方の照合フィールドの値と正し
く比較された場合は、関連データにアクセスすることができます。

12顧客 ID

村上 竜太姓

12顧客 ID

村上 竜太姓

12顧客 ID

村上 竜太姓

ルックアップでは、関連テーブルのデータが現在のテーブルにコピーされます。

リレーショナルデータベースでは、関連テーブルのデータは現在の
テーブルに表示されるだけで、コピーされるわけではありません

12顧客 ID

村上 竜太姓

現在のテーブル 関連テーブル

現在のテーブル 関連テーブル

「請求書」テーブル

003請求書 ID

2012 年 10 月 16 日日付

3顧客 ID

FB7

単価

フルーツケーキ ￥1550
FB2 チョコレート ￥2250

木下

￥3800合計「顧客」テーブル

3

木下姓

408-555-3456電話番号

製品 ID 製品名
FB7 フルーツケーキ
FB2 チョコレートケー

「製品」テーブル

FB7製品 ID

フルーツケーキ製品名

菓子類
ID 場所
B20

発送元

フランス 大阪市
B46 イタリア ローマ

ポータルに表示された「品目」
テーブルのレコード

顧客 ID

姓

製品 ID 製品名
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リレーションシップを作成したら、現在のテーブル内のフィールドを使用する場合と同様に、関連テーブルのフィー
ルドを使用して、計算式の一部、スクリプト内、別のリレーションシップの照合フィールドなどとして、レイアウト
上にデータを表示することができます。関連テーブルのレコードを操作する場合、適切なアクセス権があれば、すべ
てのモードで関連フィールドのデータを操作することができます。

関連フィールドがポータルの形で配置されている場合には、関連レコードがすべて表示されます。関連フィールドが
ポータルの形式で配置されていない場合は、最初の関連レコードのデータが表示されます。

リレーションシップの詳細については、ヘルプを参照してください。

リレーショナルデータベースの用語について

リレーショナル機能やルックアップ機能を使用する場合には、次の用語を理解しておく必要があります。それぞれの
用語の内容については、以下の各セクションで具体的に説明されています。 

用語 説明

現在のテーブル リレーショナルデータベースの場合は、現在作業しているテーブル。
ルックアップの場合は、データのコピー先のテーブル。

外部テーブル 現在のファイルの外部、つまり別のファイルにあるテーブル。

ルックアップのコ
ピー先フィールド
（ルックアップのみ）

ルックアップでコピーしたデータを保存するテーブル内のフィールド。

ルックアップのコ
ピー元フィールド
（ルックアップのみ）

ルックアップでコピーするデータを含む関連テーブルのフィールド。

照合フィールド 現在のテーブルと関連テーブルのフィールドの照合（どのデータをどのレコードにコピーするのかの
決定）を行う際に使用する値が保存されている、現在のテーブルのフィールドおよび関連テーブル内
のフィールド。キーフィールドと呼ばれることもあります。リレーションシップごとに、それぞれの
テーブルの照合フィールドを１つ以上選択します。
リレーショナルデータベースの場合は、リレーションシップが成立するために、限定のテーブルと関
連テーブルの照合フィールドの値が一致していることが必要になります。103 ページの「リレーショ
ンシップの照合フィールドについて」を参照してください。
ルックアップの場合は、照合フィールドの値が現在のテーブルと関連テーブルで一致している必要は
ありません。

ポータル 関連テーブルからレコードを表示するレイアウトオブジェクト。ポータルを使用すると、関連ファイ
ルの各関連フィールドのデータがポータル内に１行ずつ表示されます。

関連フィールド 別のテーブルのフィールド（または同じテーブル内の別のフィールド）に関連するテーブルのフィー
ルド。２つのテーブルの間に直接または間接的にリレーションシップが作成されていると、一方の
テーブルのフィールドのデータに他方のテーブルからアクセスできます。

関連レコード そのレコード内の照合フィールドの値が別のテーブル内の照合フィールドの値と一致している関連
テーブル内のレコード。

関連テーブル リレーショナルデータベースの場合は、現在のテーブルからアクセスし、操作するデータが保存され
ているテーブル。
ルックアップの場合は、コピーするデータが保存されているテーブル。
テーブルをそのテーブル自体に関連させることができます。これを自己連結と呼びます。

リレーショナル演算子 リレーションシップグラフの場合は、２つのテーブルの１組または複数組のフィールドの一致条件を
定義する記号。リレーションシップグラフの演算子には、等しい（=）、等しくない（≠）、大きい
（>）、大きいか等しい（）、小さい（<）、小さいか等しい（）、およびすべての行、つまりデカルト積
（X）が含まれます。

リレーションシップ リレーションシップにより、あるテーブルのデータに別のテーブルからアクセスできます。リレー
ションシップによって、リレーションシップグラフでリレーションシップを作成するときに指定した
条件に応じて、あるテーブルの１つのレコードを別のテーブル１つのレコードに結合したり、１つの
レコードを複数の他のレコードに結合したり、あるテーブルのレコードすべてを別のテーブルのレ
コードすべてに結合することができます。リレーションシップは、リンクまたは連結式と呼ばれるこ
ともあります。
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リレーションシップグラフについて

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テーブルを構成しているこ
とになります。リレーションシップグラフで示されたテーブルは、現在 FileMaker Pro にあるか、外部 

FileMaker Pro ファイルにあるか、外部 ODBC データソースにあります。

リレーションシップグラフでの各テーブルオカレンスは、データの別個の仮想テープルを表します。２つのテーブル
を連結する場合は、２つの既存の仮想テーブルを利用して、３つめの仮想テーブルを作成することになります。リ
レーションシップにテーブルを追加した場合、連続する各テーブルは、そのリレーションシップで関連データにアク
セスするために満たさなければならない条件の追加の集合を表します。

リレーションシップグラフでは、任意の２つのテーブル間にリレーションシップを作成することができますが、テー
ブル間を循環する（閉じたループの）リレーションシップを作成することはできません。つまり、各リレーション
シップには開始テーブルと終了テーブルが必要で、これらは異なるテーブルでなければなりません。

各リレーションシップはそれぞれ特定の条件を表すので、リレーションシップではコンテキストに注意する必要があ
ります。コンテキストとは、リレーションシップを評価する基準となるグラフ内のポイントです。グラフが循環する
ことはないため、グラフの各ポイントでは、データの異なる表示が提供されます。

FileMaker Pro では、リレーションシップグラフ内で循環を作成することはできないため、循環を作成しようとす
ると、固有の名前を持つ新しいテーブルオカレンスが生成されます。この新しいテーブルオカレンスは、グラフ
内の他のテーブルオカレンスと同様に機能するため、新しいリレーションシップを使用して操作を続行すること
ができます。

リレーションシップグラフの詳細については、ヘルプを参照してください。

リレーションシップの照合フィールドについて

テーブル間にリレーションシップを作成する場合は、各テーブルの１つまたは複数のフィールドを照合フィールドと
して選択します。通常、照合フィールドには共通の値が保存されています。一般的なリレーションシップでは、ある
テーブルの特定のレコードが、共通の照合フィールド値を持つ別のテーブルのレコードに関連します。

たとえば、「顧客」テーブルと「請求書」テーブルそれぞれで「顧客 ID」フィールドを使用して、各顧客と購入品を
一意に識別することができます。これらの２つのテーブルが「顧客 ID」を照合フィールドとして使用して関連して
いる場合、「顧客」テーブルのレコードに、一致する顧客 ID が入力されている各請求書を表示するポータルを表示す
ることができます。 また、「請求書」テーブルでは、同じ顧客 ID が入力されている各請求書に、常に同じ顧客データ
を表示することができます。

リレーションシップで使用する照合フィールドには、異なる名前のフィールドを使用することができます。照合
フィールドには、オブジェクトフィールドまたは集計フィールドを除くすべてのフィールドタイプを使用することが
できます。

リレーションシップ
グラフ

[データベースの管理 ] ダイアログボックスの [リレーションシップ ] タブで、現在のファイルおよび外
部の関連データベースファイルの両方のテーブルの名前を参照することができます。リレーション
シップグラフで、テーブルを結合したり、異なるテーブルのフィールド間のリレーションシップを変
更したりします。
新しいテーブルを作成すると、リレーションシップグラフにテーブルを表す画像（テーブル名）が表
示されます。同じテーブルの複数のテーブル名を固有の名前で指定して、グラフ内で複雑なリレー
ションシップを操作することができます。

ソースファイル リレーションシップグラフにテーブルを追加するインポート元のファイル。

ソーステーブル リレーションシップグラフ内の１つまたは複数のテーブルが基づくテーブル。ソーステーブルは、
[ データベースの管理 ] ダイアログボックスの [ テーブル ] タブで定義されているテーブルです。

用語 説明
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リレーションシップのタイプ

リレーションシップを使用して２つのテーブルを連結する場合、関連レコードへのアクセスや表示に使用する条件を
設定することになります。

条件には、テーブル A のフィールドとテーブル B のフィールドの照合といった単純な条件や、より複雑な条件を指
定することができます。通常は、リレーションシップ定義を複雑にするほど、返される関連レコードが絞り込まれま
す。たとえば、リレーションシップの一方または両方で複数の照合フィールドを使用するリレーションシップや、不
等号リレーショナル演算子を使用して照合フィールドを比較するリレーションシップ、計算照合フィールドを使用し
たリレーションシップなどは、複雑なリレーションシップです。

単一条件リレーションシップ

単一条件リレーションシップでは、あるフィールドのデータが別のフィールドのデータと照合されます。

たとえば、テキストフィールド A とテキストフィールド B の値が同じである場合、一方のテーブルの特定のレコー
ドが、もう一方のテーブルの任意のレコードに関連します。

単一条件リレーションシップは、シリアル番号や ID 番号などの共通する１つの値に基づいて２つのテーブルを関連
させる場合に使用します。たとえば、データベースに２つのテーブルがあり、「顧客」テーブルには名前と住所、「連
絡先」テーブルには電話番号と電話番号の種類（勤務先、自宅、FAX など）、および電子メールアドレスが保存され
ているとします。１人の顧客が複数の電話番号と電子メールアドレスを使用している可能性があるため、データは２
つのテーブルに分割されています。

これらのテーブルには、次のようなフィールドがあります。

「顧客 ID」フィールドは、これらの２つのテーブル間のリレーションシップの照合フィールドです。「顧客」テーブ
ルでは、「顧客 ID」フィールドにシリアル番号の自動入力が設定されており、「顧客」テーブルの各レコードには固
有な ID 番号が付けられます。「連絡先」テーブルでは、「顧客 ID」は単なる数字フィールドです。

テーブル フィールド名 コメント

顧客 顧客 ID 数字フィールド、シリアル番号の自動入力化。顧客テーブルの照合
フィールド

名 テキストフィールド

姓 テキストフィールド

郵便番号 テキストフィールド

都道府県 テキストフィールド

市区町村 テキストフィールド

住所 テキストフィールド

連絡先 電話番号 テキストフィールド

電話の種類 テキストフィールド

電子メールアドレス テキストフィールド

電子メールの種類 テキストフィールド

顧客 ID 数字フィールド。連絡先テーブルの照合フィールド

照合フィールド 照合フィールド
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このリレーションシップは、「連絡先」テーブルに関連レコードを作成することができるように定義されているため、
新しい関連レコードを作成すると、「顧客」レコードの「顧客 ID」の数字が自動的に「連絡先」テーブルの「顧客 

ID」フィールドに挿入されます。これにより、「連絡先」テーブルの複数のレコードを「顧客」テーブルの単一のレ
コードに関連させることができます。

「顧客」レイアウトで「連絡先」テーブルにポータルを追加できます。「顧客」テーブルで空白のポータル行に電話番
号または電子メールアドレスを入力すると、FileMaker Pro では「連絡先」テーブルにその電話番号または電子メー
ルアドレスに対する関連レコードが作成されます。

複数条件リレーションシップ

複数条件リレーションシップでは、照合フィールドの数を増やします。 これにより、FileMaker Pro が関連フィールド
を正しく連結する前に評価する条件を増やします。複数条件リレーションシップでは、リレーションシップの各テー
ブルの各照合フィールドの値は、フィールドが表示されている順に比較されます。これは AND 比較演算と呼ばれ、正
しく一致するには、すべての照合フィールドに対して、他方のテーブルに対応する値が存在する必要があります。

このリレーションシップでは、テキストフィールド A と数字フィールド A がテーブル B に対する照合フィールドで
す。テーブル A のあるレコードにおいて、テキストフィールド A の値が「青」、数字フィールド A の値が「123」の
場合、このレコードは、テーブル B の、テキストフィールド B と数字フィールド B の値がそれぞれ「青」と「123」
であるレコードにのみ一致します。テキストフィールド A とテキストフィールド B の値が一致しても、数字フィー
ルド A と数字フィールド B の値が一致しなければ、このリレーションシップで関連レコードは返されません。

複数条件リレーションシップは、顧客 ID と日付など、複数の共通する値に基づいて２つのテーブルを関連させる場
合に使用します。

たとえば、ケータリング用品レンタルのデータベースに３つのテーブルがあるとします。「設備用品」テーブルは、
貸出用の設備用品が保存されている静的なテーブル、「顧客」テーブルには顧客の名前と住所が保存されており、
「ケータリングライン項目」には、各設備用品の貸出記録（機材 ID、顧客 ID、およびイベント日を含む）が保存され
ています。このデータベースの目的は、設備用品の貸出を管理して、特定の日における特定の顧客の貸出をすべて表
示することです。

照合フィールド 照合フィールド

照合フィールド 照合フィールド
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このリレーションシップでは、「顧客 ID」と「イベント日」の両方が「ケータリングライン項目」テーブルに対する
照合フィールドです。「顧客」テーブルにある、「顧客 ID」の値が 1000、「イベント日」の値が 2014/10/10 のレコー
ドは、「ケータリングライン項目」テーブルにある、「顧客 ID」と「イベント日」の両方の値がそれぞれ 1000 と 

2014/10/10であるレコードにのみ一致します。両方のテーブルの「顧客 ID」フィールドの値が一致しても、両方の
テーブルの「イベント日」フィールドが一致しない場合は、このリレーションシップによって関連レコードは返され
ません。

このデータベースでは３つのテーブルを使用しますが、複数条件リレーションシップが設定されているのは、「顧客」
テーブルと「ケータリングライン項目」テーブルの間です。これらのテーブルには、次のようなフィールドがあります。

このリレーションシップは、「ケータリングライン項目」テーブルに関連レコードを作成することができるように定
義されているため、ユーザは空白のポータル行にケータリング情報を入力することができます。ケータリング情報を
入力すると、FileMaker Pro によって、そのケータリングライン項目に対する関連レコードが自動的に作成されます。

比較演算子を使用したリレーションシップ

比較リレーションシップでは、次の１つまたは複数の演算子を使用して、２つの関連テーブルの照合フィールドの値
を比較します。設定した条件に従って比較演算が正常に評価されると、リレーションシップによって関連レコードが
返されます。

テーブル フィールド名 コメント

顧客 顧客 ID シリアル番号の自動入力が設定された数字フィールド。「ケータリングライン
項目」テーブルに対する照合フィールドの１つです。

イベント日 日付フィールド。「ケータリングライン項目」テーブルに対するもう１つの照
合フィールドです。

ケータリング
ライン項目

顧客 ID 数字フィールド。「顧客」テーブルに対する照合フィールドの１つです。

イベント日 日付フィールド。「顧客」テーブルに対するもう１つの照合フィールドです。

機材 ID 数字フィールド

リレーショナル演算子 レコードが一致する条件
= 照合フィールドの値が等しい

 照合フィールドの値が等しくない

< 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールドの値よりも小さい

 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールドの値よりも小さいか等しい

照合フィールド照合フィールド

このオプションを選択すると、「ケータリングライ
ン項目」テーブルに関連テーブルを作成できます
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この例では、「セールスプロモーション」テーブルと「顧客」テーブルの「プロモーション日」フィールドが照合
フィールドです。たとえば、「セールスプロモーション」テーブルのあるレコードで「プロモーション日」フィール
ドの値が 2014/12/11 の場合は、「顧客」テーブルにある、「プロモーション日」フィールドの値が 2014/12/10 以前で
あるすべてのレコードが、「セールスプロモーション」テーブルのそのレコードと関連します。「顧客」テーブルのあ
るレコードで「プロモーション日」フィールドの値が 2014/12/11 の場合は、「セールスプロモーション」テーブルに
ある、「プロモーション日」フィールドの値が 2014/12/12 以降であるすべてのレコードが、「顧客」テーブルのその
レコードと関連します。

レコードの範囲を返すリレーションシップ

レコードの範囲を返すリレーションシップは、複数条件リレーションシップに似ていますが、比較演算子を使用し
て、指定した条件の１つよりは大きく、他の条件よりは小さいレコードを検索する点が異なります。一般的に、この
ようなリレーションシップは、一定範囲の日付やシリアル番号に該当するレコードを返す場合に使用します。

たとえば、テーブル E 内から、テーブル F にある、日付フィールド F の値が開始日 E より遅く、終了日 E よりは早
いレコードをすべて表示するとします。

このリレーションシップは、テーブル F から、日付フィールド F の値が開始日 E よりは遅く、終了日 E よりは早い
レコードを返します。

> 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールドの値よりも大きい

 左側の照合フィールドの値が右側の照合フィールドの値よりも大きいか等しい

x 照合フィールドの値に関係なく、左側のテーブルのすべてのレコードが右側のテーブルのすべてのレ
コードに一致

リレーショナル演算子 レコードが一致する条件

「大きい」リレーショナル演算子

照合フィールド 照合フィールド

このリレーションシップで複数
のリレーショナル演算子が使用
されていることを表します

照合フィールド 照合フィールド

このリレーションシップでは、「大きい」および「小さい」
リレーショナル演算子が使用されています
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次に例を示します。

次に別の例を示します。

自己連結リレーションシップ

自己連結とは、両方の照合フィールドが同じテーブル内に定義されているリレーションシップのことです。自己連結
では、同じテーブル内の異なるレコードに対してリレーションシップを作成します。現在のテーブルのレイアウト上
のポータルで自己連結を使用して、各マネージャの下に配属されているすべての従業員を表示するなど、テーブル内
の特定のデータを表示することができます。

リレーションシップグラフで自己連結リレーションシップを定義すると、FileMaker Pro は自己連結に基づく２つ目
のテーブルオカレンスを生成します。これは、リレーションシップグラフが循環するのを防ぐためです（循環してい
るリレーションシップは評価できません）。

このリレーションシップは、テキストフィールド G1 の値がテキストフィールド G2 の値と同じ場合に、テーブル G 

の関連レコードを返します。

このタイプのリレーションシップの詳細については、ヘルプを参照してください。

リレーショナルデータベースの計画
リレーショナルデータベースの計画の詳細については、51 ページの「データベースの計画」を参照してください。

リレーションシップグラフの操作
リレーションシップグラフを使用して、データベースファイル内のリレーションシップを作成、変更、および表示し
ます。リレーションシップグラフを使用して、テーブルやリレーションシップを複製したり、テーブルのサイズや配
置を変更したり、テキストノートを追加することができます。選択したテーブルに１方向リレーションシップによっ
てリンクされているテーブルを強調表示したり、現在選択されているテーブルと同じソーステーブルを持つテーブル
を強調表示することができます。詳細については、ヘルプを参照してください。

フィールド 含まれる値 テーブル F から返される関連レコード

開始日 E 2014/11/01 2011/11/14

2014/11/27
終了日 E 2014/12/01

フィールド 含まれる値 テーブル F から返される関連レコード

開始日 E 2014/12/01 2014/12/02

2014/12/15

2014/12/17

2014/12/26

終了日 E 2015/01/01

自己連結リレーションシップ

照合フィールド
照合フィールド
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デフォルトでは、現在のデータベースファイル内にあるすべてのテーブルがリレーションシップグラフに表示されま
す。グラフの下部にあるボタンを使用して、他の FileMaker Pro ファイルや外部 ODBC データソースからテーブルを
追加したり、他のファイルからテーブルを追加したり、同じテーブルの複数のオカレンスをグラフに追加したり、グ
ラフからテーブルを削除することができます。

メモ   テーブルが外部 ODBC データソースの場合、テーブル名はリレーションシップグラフ内で斜体になります。
外部データソースの情報を表示するには、ポインタをテーブル名左側の矢印の上に移動します。

リレーションシップの作成

リレーションシップを作成するには、次の操作を行います。

1.  データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2.  [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[リレーションシップ ] タブをクリックします。

3.  リレーションシップグラフで、作成するリレーションシップに使用する２つのテーブルを指定します。

指定したテーブルはグラフ内のどこにでも表示できますが、リレーションシップを作成するには、グラフ上に存
在している必要があります。自己連結リレーションシップの場合は、１つのテーブルを指定すると、２つ目の
テーブルオカレンスが自動的に作成されます。

4.  一方のテーブルのフィールドをクリックして、他方のテーブルの対応する照合フィールドまでドラッグします。

または、  をクリックし、[リレーションシップ編集 ] ダイアログボックスを開いてリレーションシップを作成
することもできます。

5.  作成するリレーションシップで使用する各照合フィールドに対して、手順４を繰り返します。

照合フィールドの詳細については、103 ページの「リレーションシップの照合フィールドについて」を参照して
ください。

6.  [OK] をクリックして変更を保存し、リレーションシップグラフを閉じます。

テーブルを追加します

リレーションシップを作成します

選択されたオブジェ
クトを編集します

選択されたオブジェクトを削除します

グラフの表示倍率を拡大または縮小
します

選択したオブジェクト
の配置を変更します

ポインタを矢印アイコンに合わせると、
ソーステーブルおよびソースファイル
の名前が表示されます

１回クリックすると、照合フィールド
以外のフィールドがすべて縮小されま
す。もう一度クリックすると、テーブ
ル名以外がすべて縮小されます。さら
にもう一度クリックすると、テーブル
は元のサイズに戻ります

改ページを表示します

[プリンタの設定 ]（Windows）また
は [ページ設定 ]（Mac OS）ダイア
ログボックスを表示します

選択したオブジェクトの色を変更
します

グラフにテキストノートを追加
します

選択されたオブジェクトを複製します

１テーブル離れた関連テーブルまたは同
じソースを持つテーブルを表示します

クリックしてテキストノートの
表示／非表示を切り替えます照合フィールドは テーブルに斜体で示

されています

リレーションシップグラフ
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リレーションシップの変更

リレーションシップを作成したら、照合フィールドの追加や変更、リレーショナル演算子の変更、関連レコードを作
成、削除、およびソートするオプションの設定を行うことができます。

リレーションシップを変更するには、次の操作を行います。

1.  データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2.  [データベースの管理 ] ダイアログボックスで、[リレーションシップ ] タブをクリックします。

3.  リレーションシップグラフで、編集するリレーションシップを指定し、関連テーブルをつなぐ線をダブルクリッ
クして、[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。

または、グラフでリレーションシップを選択して、  をクリックして [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.  リレーションシップのテーブルや照合フィールドを編集します。 

目的 実行方法

照合フィールドを変更する 新しい照合フィールドを選択して、[変更 ] をクリックします。

照合フィールドを追加する 新しい照合フィールドを選択して、[追加 ] をクリックします。

リレーショナル演算子を変更
する

一覧から新しいリレーショナル演算子を選択して、[変更 ] をクリックします。
106 ページの「比較演算子を使用したリレーションシップ」を参照してください。

リレーションシップ条件の組を
複製する

ダイアログボックスの中央にある一覧から組になっている条件を選択して、[複製 ] をク
リックします。

リレーションシップ条件の組を
削除する

ダイアログボックスの中央にある一覧から組になっている条件を選択して、[削除 ] をク
リックします。

リレーションシップのテーブル
のオプションを選択します

リレーショナル演算子を選択します
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5.  リレーションシップのオプションを選択します。

6.  [OK] をクリックします。

リレーションシップの作成と編集の詳細については、ヘルプを参照してください。

ポータル内のデータの集計
ポータルに表示される関連フィールドのデータを集計することができます。ポータルには、関連テーブルのレコー
ド、または同じテーブルのレコード（自己連結）を表示することができます。

ポータル内のデータを集計するには、次の操作を行います。

1.  テーブル内に、合計を表示する計算フィールドを作成します。

2.  計算フィールドには、実行する集計計算のタイプに適した統計関数が含まれている式を定義します。

たとえば、「請求書」テーブルを使用していて、「品目」テーブルの「価格」フィールドに含まれる関連値を合計
する計算式を定義する場合は、次の式を使用します。 
Sum ( 品目 :: 価格 )

3.  計算フィールドが定義されているテーブルのレイアウト上に、計算フィールドを配置します。

85 ページの「レイアウト上のフィールドの配置と削除」を参照してください。

ポータル内のレコードのフィルタリング
ポータルレコードをフィルタリングすると、ポータルに異なるレコードのセットを表示できます。

1.  ポータルをダブルクリックします。

2.  [ポータル設定 ] ダイアログボックスで、[ポータルレコードのフィルタ ] を選択します。

目的 選択するオプション

現在のテーブルのレコードの関連フィールド
にデータを入力した場合に、関連テーブルに
関連レコードが追加されるようにする。
25 ページの「レコードの追加と複製」を参照
してください。

[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。
このオプションを選択しておくと、関連レコードがない状態で現在のテー
ブルの関連フィールドにデータを入力したとき、現在のテーブルの照合
フィールドの値に基づいて、新しい関連レコードが作成されます。

現在のテーブルでレコードを削除した場合に、
関連テーブル内の一致するレコードが削除さ
れるようにする。27 ページの「レコードの削
除」を参照してください。

[他のテーブルでレコードが削除された時、このテーブルの関連レコード
の削除を許可 ] を選択します。
このオプションを選択しておくと、使用しているレイアウトに関連レコー
ドが表示されていない場合でも、関連レコードが削除されます。

関連レコードをソートする [レコードのソート ] を選択します。このオプションを選択した後、[レ
コードのソート ] ダイアログボックスの左側の一覧で、ソートに使用する
フィールドをダブルクリックします。フィールドのソート優先順位を変更
するには、右側の一覧で、フィールドを希望する位置にドラッグします。
他のオプションを選択し、[OK] をクリックします。
このオプションを選択しても、関連ファイルのレコードの順序は変更され
ません。
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3.  [計算式の指定 ] ダイアログボックスで、表示するポータルレコードを決定する計算式を定義します。

たとえば、「品目」テーブルの製品レコードを示すポータルで「請求書」レイアウトで作業していて、１より大き
い数量の製品だけを表示する場合は、次の式を使用します。 
If(品目 :: 数量 < 1; 0; 1)

4.  [OK] をクリックします。

重要   集計フィールド、計算式、および検索条件は、フィルタされるポータルのレコードだけでなく、関連レコード
の完全なセットに基づきます。たとえば、ポータルがフィルタされたレコードのサブセットを表示していて、ポータ
ル外の集計フィールドの [合計 ] がこれらのレコードを集計している場合、集計フィールドは表示されたレコードだ
けでなく、すべての関連レコードの合計となります。

ポータル内のレコードのフィルタリング詳細については、ヘルプを参照してください。

ルックアップについて
ルックアップを行うと、他のテーブルのデータが現在のテーブルにコピーされます。コピーされたデータは、現在の
テーブルの一部となります。 コピー元のテーブルでは、データは変化しません。現在のテーブルにコピーされたデー
タは、他のテーブルでデータを変更しても、現在のテーブルの照合フィールドのデータが変更されない限り、自動的
に更新されることはありません。

ルックアップに使用するテーブル間の接続を設定するには、リレーションシップを作成します。続いて、関連テーブ
ルのフィールドから現在のテーブルのフィールドにデータをコピーするルックアップを定義します。

現在のテーブルの照合フィールドに値を入力すると、FileMaker Pro は、リレーションシップを使用して関連テーブ
ルのレコードを検索し、照合フィールドに一致する値が入力されている最初のレコードを捜し出します（関連レコー
ドのどの値が先頭になるかは、関連レコードがソートされているかどうかによって異なります）。次に、ルックアッ
プのコピー元フィールドからルックアップのコピー先フィールドに値がコピーされます。

ルックアップのコピー先フィールドにコピーされたデータに対しては、他の値と同じように編集、置換、削除などを
行うことができます。また、関連テーブル内でデータが変更された場合に、修正後の値が使用されるように現在の
テーブルの値を更新することもできます。

ルックアップの作成

ルックアップを作成するには、次の操作を行います。

1.  現在のテーブルの照合フィールドと関連テーブルの照合フィールドの間に、ルックアップで使用するリレーショ
ンシップを作成します。109 ページの「リレーションシップの作成」を参照してください。

2.  データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [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 ] タブをクリックします。

4.  データベースに複数のテーブルがある場合、[テーブル :] リストから適切なテーブルを選択します。

C235

名前

42.83.91.04電話番号

大阪市市町村区

C100

名前

555-3849電話番号

大田区市町村区

現在のテーブル

C200顧客 ID

隆子名前

関連テーブルのレコード

リレーションシッ

ルックアップのコピー先
フィールド

ルックアップのコピー元
フィールド

C200顧客 ID

隆子名前

555-1234電話番

大阪市市町

顧客 ID

顧客 ID
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5.  既存のフィールドのリストから、テキスト、数字、日付、時刻、タイムスタンプ、またはオブジェクトのフィー
ルドを選択するか、フィールドを新しく定義します。

6.  [オプション ...] をクリックするか、フィールド名をダブルクリックします。

7.  [フィールド「フィールド名」の入力オプション ] ダイアログボックスで、[入力値の自動化 ] タブをクリックし、[ルッ
クアップ値 ] を選択します。

8.  [フィールド「フィールド名」のルックアップ ] ダイアログボックスで、ルックアップを開始するテーブルと、値
のコピー元のテーブルを選択します。

9.  ルックアップ値のコピー元のフィールドを選択します。

10.  ルックアップのオプションを選択します。

11.  [OK] をクリックします。

12.  ルックアップを定義する他の各フィールドに対して、手順５から 11 を繰り返します。

ルックアップの編集

ルックアップを編集するには、次の操作を行います。

1.  データベースが開いている状態で、[ファイル ] メニュー > [管理 ] > [データベース ...] を選択します。

2.  [フィールド ] タブをクリックします。

3.  データベースに複数のテーブルがある場合、[テーブル :] リストから適切なテーブルを選択します。

4.  ルックアップのコピー先フィールドをダブルクリックします。

5.  [フィールド「フィールド名」のオプション ] ダイアログボックスで [入力値の自動化 ] タブをクリックします。

選択するオプション 設定内容

開始するテーブル : ルックアップが開始点として使用するリレーションシップグラフ内のテーブ
ルを選択します。

関連テーブルからルックアップする : 関連データのルックアップ元にする関連テーブルを指定します。

目的 実行方法

照合フィールドの値が一致しなかった場合の
処理を定義する

[完全に一致する値がない場合 ] で、[コピーしない ]、[近似値（小さい値）
を使用 ]、[近似値（大きい値）を使用 ] を選択するか、または [使用する値 :] 
に代わりに使用する固定値を入力します。

照合元フィールドの値がヌルデータ（空）の
場合にはコピーを行わないように設定する

[内容が空欄の場合コピーしない ] を選択します。空白データもコピーする
場合には、この選択を解除してください。

照合フィールドの値が一致
しなかった場合の処理方法
を指定します

ルックアップのコ
ピー元を選択します

ルックアップの開始点を
選択します

これが選択されている場合は、ヌル
データのコピーは行われません

ルックアップに使用する関
連テーブルを選択します
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6.  [ルックアップ値 ] が選択されていることを確認して、[指定 ...] をクリックします。

ルックアップ機能を使用しないように設定する場合には、[ルックアップ値 ] の選択を解除します。

7.  変更を行います。

8.  [OK] をクリックします。

ルックアップの作成と編集の詳細については、ヘルプを参照してください。



第 5 章 
データの共有と交換

この章では、FileMaker Pro データベースでデータを共有する方法の基本について説明します。

1 FileMaker 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、複数の FileMaker Pro およ
び FileMaker Go 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。

1 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。

1 定期的なインポート : FileMaker Pro ファイルは、Microsoft Excel など、別のアプリケーションからインポートさ
れたデータを自動的に更新するように設定できます。

1 外部データソースからのデータのアクセス : 他の FileMaker Pro ファイルや、データの共有に ODBC テクノロジー
を使用する外部 SQL データベースに格納された情報にアクセスできます。これにより、外部データベースに格納
された情報を操作し、外部データを使用中のファイルに格納された情報と組み合わせることができるようになり
ます。ODBC データベースからデータにアクセスするときは、FileMaker Pro の補助フィールドを使用して、外部
ファイルのスキーマを変更せずにデータの計算や集計処理を実行できます。

1 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。

メモ   FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、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の詳細については、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』を参
照してください。

ネットワーク上でのデータベースの共有
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 Windows や Mac OS の FileMaker Pro および 

FileMaker Go 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。

FileMaker Pro のネットワーク共有では、最大９人（ホストとインスタント Web 公開接続は含みません）までのユー
ザが同時に共有ファイルにアクセスすることができます。FileMaker Go クライアントは、この９ユーザの制限に含
まれます。より多くのユーザ、および XML などの Web 公開テクノロジをサポートするには、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容量も増加し
ます。

重要   それぞれのクライアント、または FileMaker Pro のアプリケーションがインストールまたは実行されるコン
ピュータの数と同じ数の FileMaker Pro パッケージを購入しておく必要があります。 この条件は、FileMaker Pro のラ
イセンス契約で規定されています。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。条件の詳細については、ソフトウェアライセンスをお読みください。

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。
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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。

ソート順序、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の順序、および印刷の設定は各
ユーザに対して個別に設定されます。

ファイル共有の有効化とファイルのホスト

FileMaker Pro で使用される多くのコマンドはホストコンピュータで処理されるため、より速いコンピュータから共有
ファイルをホストすると、より高いパフォーマンスが得られます。ホストするファイルは、使用しているコンピュー
タのハードディスク上に存在する必要があります。データの整合性やパフォーマンスを低下させる可能性があるため、
他のコンピュータやサーバーに保存されたファイルをリモートでホストすることはサポートされていません。

開いているすべてのファイルに対してネットワークファイル共有を有効にするには、次の操作を行います。

1.  共有する FileMaker Pro ファイルを開きます。

メモ   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、適切なアクセス権セットのあるアカウントで
ファイルを開く必要があります。詳細については、129 ページの「アカウント、アクセス権セット、および拡張
アクセス権について」を参照してください。

2.  [ファイル ] メニュー > [共有設定 ] > [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 ] を選択します。

[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。

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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4.  [現在開いているファイル ] の一覧から、ホストするファイルを選択します。

5.  ファイルに対するネットワークアクセスのレベルを設定します。 

6.  [OK] をクリックします。

これで、開いているファイルがホストされます。

重要   クライアントが共有ファイルを使用できるようにするには、ホスト上でそのファイルを開いておく必要があり
ます。

メモ   ファイルを読み取り専用の CD に保存して共有するには、ファイルを CD にコピーする前に共有を有効にする
必要があります。

クライアントとしての共有ファイルの開き方

TCP/IP で共有している FileMaker Pro データベースは、ローカルホストの一覧、ホストマシンの IP アドレス、また
はホストマシンの DNS 名を使用してリモートから開くことができます。 ある方法が拒否された場合は、他の方法を
試すことができます。

クライアントとして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 > [共有ファイルを開く ...] を選択します。

2.  [共有ファイルを開く ] ダイアログボックスの [表示 :] リストからホストを選択します。

目的 選択するオプション

ネットワーク上のすべての FileMaker Pro および 
FileMaker Go ユーザにアクセスを提供する

[すべてのユーザ ] を選択します。

アクセス権セットに基づいてユーザのネットワーク
アクセスを制限する

[アクセス権セットによってユーザを指定 ] を選択して、[指定 ...] を
クリックします。
[アクセス権セットによってユーザを指定 ] ダイアログボックスで、
ネットワークアクセスを許可するアクセス権セットを選択します。

FileMaker ネットワークによるアクセスを拒否する [ユーザなし ] を選択します。

選択項目 表示対象

お気に入りのホスト お気に入りとしてすでに追加されているホスト

ローカルホスト TCP/IP サブネット上にある FileMaker Pro ホスト

LDAP で一覧表示されるホスト 指定した LDAP サーバーでアクセスできる FileMaker Pro ホスト

クリックしてネットワーク
共有を有効にします

選択したファイルに
対するネットワーク
アクセスのレベルを
選択します
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3.  アクセスできるファイルを表示するには、まずホストを選択します。[使用できるファイル ] の一覧で、開くファ
イルを選択します。

ヒント   選択可能なファイルのリストを絞り込むために、[フィルタ :] テキストボックスに数文字を入力します。
入力した文字を含むファイル名のみがリストに表示されます。

または、[ネットワークファイルパス :] に、以下の形式で、ネットワークパスを入力します。

IPv4 の場合 :fmnet:/<ホストの IP アドレス >/<ファイル名 >

IPv6 の場合 :fmnet:/[<ホストの IPv6 アドレス >]/<ファイル名 >

4.  [開く ] をクリックします。

ホストでのファイル共有の設定によっては、アカウント名、パスワード、およびドメイン名（Windows のみ）の
入力を求められる場合があります。

ネットワークを通過する情報量が多く、ネットワークがビジー状態になっている場合には、リスト内にファイル
が表示されないことがあります。通常より少し長い時間をかけてネットワーク上のファイルを探すには、Ctrl 

キー（Windows）または option キー（Mac OS）を押しながら項目をクリックします。

お気に入りとして共有ファイルを登録したり、お気に入りのファイルにアクセスする方法については、ヘルプを
参照してください。

共有ファイルへの変更の制限

複数のユーザが同じ共有ファイルに同時に変更を加えることは可能ですが、同時に変更できる内容のタイプには制限
があります。次の表は、共有ファイルで変更できる内容のタイプについて説明します。

データベースの変更 制限

レイアウトおよびレコード内の
データ

２人のユーザが同じレコードを同時に編集することはできません。

外部 ODBC データソースからのレ
コードのデータ

２人のユーザが同じレコードを同時に編集することができます。
２人のユーザが同じレコードを同時に編集すると、FileMaker Pro ではいずれかのユーザ
が変更を確定するときにアラートが表示されます。このアラートでは、ユーザは変更を確
定するか（他のユーザが行った変更を上書きする）、変更を確定せずにレコードに戻るか、
セッションが始まったときの状態にレコードを戻すかを選択できます。

レイアウトおよびレイアウト要素 ２人のユーザが同じレイアウトを同時に変更することはできません。

値一覧 ２人のユーザが同じ値一覧を同時に変更または定義することはできません。
１人のユーザがブラウズモードまたは検索モードで値一覧を使用しているときに、別の
ユーザがその値一覧を編集することは可能です。

スクリプト ２人のユーザが同じスクリプトを同時に変更または定義することはできません。
１人のユーザがスクリプトを使用しているときに、別のユーザがそのスクリプトを編集す
ることは可能です。

テーブル、フィールド、リレー
ションシップ（データベースス
キーマ）

２人のユーザがこれらの要素を同時に変更することはできません。

データソース ２人のユーザが同じデータソースを同時に変更または定義することはできません。
１人のユーザが外部ファイルを使用しているときに、別のユーザがデータソース参照を編
集することはできます。

アカウントとアクセス権 ２人のユーザがアカウントとアクセス権を同時に変更または定義することはできません。
１人のユーザがアカウントとアクセス権を使用しているときに、別のユーザがアカウント
とアクセス権を作成または変更することは可能です。
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URL を使用したリモートからの共有データベースの開き方

FileMaker Pro インストーラによって、インターネットプロトコルとして FMP が登録されます。これにより、URL 

を使用してデータベースを開くことが可能になります。URL を使用して共有ファイルでスクリプトを実行すること
もできます。

クライアントはブラウザのアドレス領域にホストマシンの共有ファイルの URL を入力することにより共有データ
ベースにアクセスできます。

ホストマシンの共有データベースの URL を識別してクライアントユーザに送信するためには、次の操作を行います。

1.  ホストマシンの共有ファイルで、[ファイル ] メニュー > [送信 ] > [データベースへのリンク ...] を選択します。

FileMaker Pro はデフォルトの電子メールアプリケーションで、現在のデータベースの URL にクライアントの接
続条件を含む電子メールを開きます。

2.  電子メールのアドレスをクライアントユーザに設定し、メッセージを送信します。

クライアントマシンの共有データベースを開くには、以下のいずれかの操作を行います。

1 ホストマシンの URL を含む電子メールメッセージを受け取った場合、ホストされているデータベースの場所を含
むリンクをクリックします。電子メールアプリケーションがアクティブなリンクをサポートしない場合、対象の
クライアントマシンの Web ブラウザを起動し、電子メールメッセージの URL をブラウザのアドレス領域にコ
ピーし、Enter キー（Windows）または return キー（Mac OS）を押します。

1 その他の手段で共有データベースの URL を受け取った場合、対象のクライアントマシンで Web ブラウザを起動
し、以下の形式でブラウザのアドレス領域にホストマシンの URL を入力し、Enter キー（Windows）または 

return キー（Mac OS）を押します。

[<][URL:]FMP://[[アカウント :パスワード@]ネットアドレス ]/データベース名 [>]

角カッコ（[ ]）内の項目は、オプションのパラメータです。リンクにスペースが必要な場合は、すべてのスペー
スを「%20」で置き換えてください。「%20」がうまくいかない場合は、プラス記号（+）を試してください。

例
FMP://My%20Addresses

FMP://192.168.10.0/My+Addresses.fmp12

FMP://User1:Password1@12.345.678.900/Filename.fmp12

FMP://192.168.10.0/Clients.fmp12?script=ListClients

ホストされているファイルの閉じ方

ホストが共有ファイルを閉じる前に、まずすべてのクライアントがそのファイルを閉じる必要があります。ファイル
を閉じる、ファイルの共有条件を変更する、FileMaker Pro を終了する、ファイルが閉じていないとできない作業な
どを行なう場合には、ネットワーク上で共有ファイルを開いているクライアントに対してファイルを閉じるように依
頼するメッセージを送信することができます。クライアントがその依頼に 30 秒以内に応答しない場合、FileMaker 

Pro はそのクライアントのマシンの共有ファイルを閉じます。

ホストされているファイルを閉じるには、次の操作を行います。

1.  ファイルをホストしているコンピュータで、[ファイル ] メニュー > [閉じる ] を選択します。

2.  その共有ファイルを開いているクライアントがいる場合は、それらのクライアントを一覧表示したダイアログ
ボックスが表示されます。[問い合わせ ] をクリックし、これらのクライアントに、ファイルを閉じるように依頼
するメッセージを送信します。
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3.  クライアントに、ファイルを閉じるように依頼するダイアログボックスが表示されます。 

ネットワーク上でのファイルの共有の詳細については、ヘルプを参照してください。

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 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

他の形式のデータの保存および送信

FileMaker Pro データを Microsoft Excel のワークシート、または PDF ファイルに保存すると、FileMaker Pro を使用
していないユーザにもレコードのデータを渡すことができます。

Excel のワークシートまたは PDF ファイルは、保存時にメールで送信することができます。また、レコードを Excel 

または PDF 形式で保存するためのスクリプトを作成することもできます。

Excel としてファイルを保存するためには、[エクスポートを許可 ] アクセス権限が必要です。PDF としてファイルを
保存するためには、[印刷を許可 ] アクセス権限が必要です。

メモ   Excel または PDF ファイルには、保存時のレイアウト上に含まれるフィールドのみが保存されます。そのた
め、たとえば前面のタブパネル上にないフィールドなど他のフィールドも保存したい場合は、[レコードの保存 /送
信 ] の代わりに [レコードのエクスポート ...] コマンドを使用してください。

レコードデータに基づいた電子メールメッセージの送信

FileMaker Pro を使用して１つまたは複数のメッセージを１つまたは複数の宛先に送信することができます。生成さ
れた電子メールはデフォルトの電子メールアプリケーションを使用して送信されるか、直接 SMTP（Simple Mail 

Transfer Protocol、電子メールの送受信を行うための条件セット）を通じて送信されます。メッセージには、特定の
値またはフィールドや計算式から求めた値を入力することができます。また、メールを送信するためのスクリプトを
作成することもできます。

詳細については、ヘルプを参照してください。

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形式

通常、アプリケーションでは、データファイルは独自のファイルタイプまたはファイル形式で保存されますが、ほと
んどのアプリケーションでは、他の種類のファイル形式に保存して、情報を交換することもできます。

FileMaker Pro はこれらのフォーマットのあとにファイル拡張子を付けてファイルをインポートまたはエクスポート
します。ファイル拡張子には、Microsoft Excel（.xls、.xlsx）タブ区切りテキスト（.tab、.txt）、コンマ区切りテキス
ト（.csv、.txt）、FileMaker Pro 12（.fmp12）、Merge（.mer）、HTML テーブル（.htm）および XML（.xml）があり
ます。Bento データを FileMaker Pro にインポートすることもできます。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形式を確認してください。

クライアントの操作 FileMaker Pro の対応

クライアントが [キャンセル ] をク
リックした場合

そのクライアントがファイルを閉じるのを待ちます。

クライアントが [今閉じる ] をク
リックした場合

クライアントのコンピュータ上の共有ファイルを閉じます。

クライアントが何もしない場合 安全に閉じることができる場合は、30 秒後にファイルを自動的に閉じます。
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ほとんどのファイル形式では、データの変換のみがサポートされ、フォント、サイズ、スタイル、色などの書式はイ
ンポートまたはエクスポートされません。

FileMaker Pro でインポートまたはエクスポートできるファイル形式とバージョンの詳細、および XML、または 

Bento（Mac OS）などのソースからのインポートの詳細については、ヘルプを参照してください。

メモ   .xls へのエクスポートには Rosetta が必要ですが、一部の Mac OS X のバージョンでは使用できません。

定期的なインポートの設定

FileMaker Pro ファイルは、Microsoft Excel など、別のアプリケーションからインポートされたデータを自動的に更
新するように設定できます。外部ファイルからのデータを含むレイアウトを最初に表示すると、定期的なインポート
が自動的に行われます。後で、スクリプトを実行してデータを更新できます。

次のことに注意してください。

1 定期的なインポートを使用してインポートされたデータは、FileMaker Pro では読み取り専用になります。

1 定期的なインポートを設定すると、インポートされたデータに対する新しいテーブルと、データを表示する新し
いレイアウトが作成されます。レイアウトは必要に応じて後でレイアウトモードでカスタマイズできます。

1 定期的なインポートを設定するには、[完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てられたアカウントでファイルを開
く必要があります。アクセス権セットの詳細については、135 ページの「アカウントの作成」を参照してください。

定期的なインポートを設定するには、次の操作を行います。

1.  新しいファイルを作成するか、定期的なインポートを設定するファイルを開きます。55 ページの「FileMaker Pro 

ファイルの作成」または 16 ページの「ファイルの開き方」を参照してください。

2.  [ブラウズ ] モードで、[ファイル ] メニュー > [レコードのインポート ] > [ファイル ...] を選択します。

3.  ファイルの種類 :]（Windows）または [表示 :]（Mac OS）から、インポートするファイルの種類を選択し、イン
ポートするデータを含むファイルを検索して選択します。

4.  定期的なインポートとして設定 ] を選択し、[開く ] をクリックします。

[定期的なインポートの設定 ] ダイアログボックスに選択したファイルのパスが表示されます。

5.  列タイトルをインポートしない場合は、[フィールド名が含まれる最初のレコードはインポートしない ] を選択し
ます。

6.  インポートされたデータを表示するレイアウト名をデフォルトのまま使用するか、レイアウトに新しい名前を入
力します。

7.  手動でのデータ更新に使用するスクリプト名をデフォルトのまま使用するか、スクリプトに新しい名前を入力し
ます。

8.  [OK] をクリックします。

9.  Excel ファイルからデータをインポートする場合は、ワークシートごとに、または名前の付いた範囲ごとにデータ
をインポートできます。

目的 実行方法

ワークシートごとにデータをインポートする [ワークシートを表示 ] を選択し、インポートするワークシートを
選択して、[続行 ...] をクリックします。

名前の付いた範囲、１つのワークシート、またはレイ
アウトごとに名前の付いた範囲でデータをインポート
する

[名前の付いた範囲を表示 ] を選択し、インポートする名前の付い
た範囲を選択して、[続行 ...] をクリックします。
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10.  新しいレイアウトがブラウズモードに表形式で表示されます。データを更新、ファイルに空のレコードを追加、
またはレイアウトに新しいフィールドを追加できます。

定期的なインポートの設定の詳細に関しては、ヘルプを参照してください。

ODBC と JDBC

FileMaker Pro のデータを ODBC や JDBC に準拠するアプリケーションで交換することができます。たとえば、
FileMaker Pro のデータを使って Microsoft Excel 上でグラフを作成することができます。

既存のファイルへのデータのインポート方法

既存のファイルへデータをインポートする場合、次の処理を実行することができます。

1 既存のテーブルへの新規レコードの追加

1 インポートされたデータからの新規テーブルの作成

1 既存テーブルの既存レコードの更新

1 既存テーブルの一致するレコードの更新

重要   既存のレコードを更新するオプション、および一致するレコードを更新するオプションを選択した場合、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 > [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。

レコードの追加について

レコードを追加する場合は、インポート元のファイルからすべてのレコードをインポート先のファイルまたはテーブ
ルにインポートします。インポート元のファイル内にあるインポート可能な各レコードに対して、インポート先の
ファイルに新しいレコードが作成されます。

目的 実行方法

データを更新する 新しいレイアウトの上部のスクリプトボタンをクリックします。

ファイルに空のレコードを追加する（テーブルの下部
に空白の行として表示）

テーブルの下部の + をクリックします。

レイアウトに新しいフィールドを追加する（テーブル
の右側に空白の列として表示）

テーブルタイトルで + をクリックします。

実行する操作 操作方法 参照先

FileMaker Pro をデータソースとして
使用 /共有

1 SQL クエリー
1 JDBC

FileMaker ODBC と JDBC ガイド

FileMaker Pro を ODBC クライアント
として使用 /ODBC データアクセス

リレーションシップグラフを介した対話 126 ページの「外部データソースの
操作」およびヘルプ

1 静的 ODBC インポート（または [ファイル ] 
メニュー > [開く ...]）

1 [レコードのインポート] スクリプトステップ
1 [SQL を実行 ] スクリプトステップ

ヘルプ
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既存のレコードの更新について 

このオプションを使用して、ファイルのデータをインポート元のファイルのデータで置き換えます。インポート先の
それぞれのフィールドについて、インポート元のファイルの先頭のインポート可能なレコード（またはデータの行）
のデータが、インポート先のファイルの先頭のインポート可能なレコードのデータを上書きします。インポート元
ファイルの２番目のインポート可能なレコードのデータが、インポート先のファイルの２番目のレコードのデータを
上書きするというように進みます。データを置き換える場合、FileMaker Pro はファイル内のデータの確認や比較は
行いません。

データを置き換えるかどうかは、フィールドごとに決めることができます。

インポート先のファイルのレコードは、インポート元のファイルのレコードと同じ数だけ置き換えられます。イン
ポート元のファイルのインポート可能なレコードの数がインポート先のファイルより多い場合、インポート元のファ
イルの余分なレコードのデータをインポートするには、[一致しないデータを新規レコードとして追加する ] を選択
する必要があります。インポート先のファイルのレコード数の方が多い場合は、インポート先のファイルの余分なレ
コードのデータは置き換えられません。

一致するレコードの更新について

インポート先のファイル内の一致するレコードとフィールドを別のファイルのデータで更新することができます。た
とえば、デスクトップコンピュータとラップトップコンピュータにそれぞれ同じデータベースのファイルが保存され
ているとします。出張中にノートブックコンピュータのデータベースファイルに変更を加えた場合、その変更内容
で、オフィスにあるデスクトップコンピュータのファイルを更新することができます。

インポート元のファイルのどのレコードで、インポート先のファイルのどのレコードを更新するかは、それぞれの
ファイルで１つまたは複数の照合フィールドを選択して決定します。インポート先のファイルのレコードの照合
フィールドのデータと、インポート元のファイルのレコードの照合フィールドのデータとが一致した場合、インポー
ト先のファイルのレコードは、インポート元のファイルのデータで更新されます。

照合フィールドは、データベース内のそれぞれの項目を個別に識別できるものである必要があります。たとえば、名
簿のデータベースの場合、１つの照合フィールドとしては社員番号を、複数の照合フィールドとしては、姓、名、お
よび電話番号を使用するのが適切です。姓だけでは同姓の複数レコードが選ばれてしまうことがあるため、照合
フィールドとして適切ではありません。

インポートするフィールドも指定します。一致するすべてのレコードで、インポートを指定したすべてのフィールド
の内容によって、インポート先のファイルのデータが上書きされます。 これは、インポート元のファイルのフィール
ドが空白であっても実行されます。

インポート先のファイルに対象レコードが含まれている場合、対象レコードのみが更新されます。インポート元の
ファイルが別の FileMaker Pro ファイルである場合も、インポートできるのは対象レコードのみです。

次の例は、インポート先のファイルのレコードがインポート元のファイルの一致するレコードによって更新される前
と更新された後のデータの状態を示します。

->

-
->
->
->
-

->
-

（Mac OS）または =（Windows）は照合フィールドを示します。

123-456-7890

インポート元のファイル

安田
隆子
108-0052

東京都
港区赤坂
 634-321

123-456-7890

インポート先のファイル

安田

108-0052

東京都
港区白金
 987-654

2015/3/3

03-9999-8888

123-456-7890

更新後

安田
隆子
108-0052

東京都
港区赤坂
634-321

2015/3/3

一致するレコードの更新前

インポート先のファイル
=

->はフィールドをインポートする設定を示します。
（Mac OS）または -（Windows）はフィールドをインポートしない設定を示します。
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インポート処理について

レコードをインポートする基本的な手順は、次のとおりです。

1.  データのインポート先のファイルのバックアップコピーを作成します。

2.  インポート元のファイルが FileMaker Pro ファイルの場合は、検索を実行して、現在のウインドウの対象レコード
に、インポートするレコードのみが含まれるようにします。

3.  インポート先のファイルを開きます。 このファイルに複数のテーブルが含まれる場合は、データのインポート先の
テーブルのレコードを表示するレイアウトを選択します。

テーブルのすべてのフィールドをレイアウトに表示する必要はありません。インポートするフィールドは [フィー
ルドデータのインポート順 ] ダイアログボックスで指定できます。

4.  既存のレコードまたは一致するレコードを更新する場合は、インポート先のファイルの対象レコードの中に変更
または更新するレコードだけが入っていることを確認します。

5.  [ファイル ] メニュー > [レコードのインポート ] > [ファイル ...] を選択して、インポートするデータが含まれるファ
イル（インポート元のファイル）の名前を選択します。

6.  必要に応じて、テーブルは [フィールドデータのインポート順 ] ダイアログボックスの [インポート元 :] リストから
選択します。

7.  [インポート先 :] ドロップダウンリストに表示されているテーブルを確定するか、[新規テーブル ] を選択してイン
ポート元のテーブルと同じスキーマを持つ新しいテーブルを作成します。

8.  実行するインポートのタイプを選択します。122 ページの「既存のファイルへのデータのインポート方法」を参
照してください。

9.  インポート先のファイルのフィールドにインポート元のファイルのフィールドを割り当てます。

新規 FileMaker Pro ファイルへのデータファイルの変換

他のアプリケーションのデータファイルを新しい FileMaker Pro ファイルに変換します。変換後のファイルは、次の
データや要素で構成されます。

1 変換したファイルまたはソースのデータ

1 データを表示するための２つのレイアウト

インポート元のファイル
のフィールド

インポート先のファイル
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

インポート方法を
選択します

インポート元のテーブル
を選択します

 = は照合フィールドを示します

現在のテーブルまたは新
規テーブルにインポート
します
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1 変換するファイルまたはソースにフィールド名が存在する場合は、変換されたフィールド名。フィールド名がな
い場合は、f1、f2、f3 などの一般的な名前が使用されます。

1 変換するファイルまたはソースにフィールドタイプが存在する場合は、変換されたフィールドタイプ。フィールド
タイプが利用できない場合、フィールドはすべてテキストフィールドになります。

新しいファイルにデータをインポートするには、次の操作を行います。

1.  インポート元のアプリケーションで、必要なデータを FileMaker Pro がインポートできるファイル形式で保存しま
す。120 ページの「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形式」を参照してください。

2.  [ファイル ] メニュー > [開く ...] を選択します。

3.  [ファイルを開く ] ダイアログボックスで、[ファイルの種類 :]（Windows）または [表示 :]（Mac OS）からファイル
のタイプを指定し、変換するファイルを選択して [開く ] をクリックします。

4.  [１行目の使用方法を選択 ] ダイアログボックスが表示される場合は、データの１行目にフィールド名が含まれてい
るか、それともデータとして最初のレコードが含まれているかを選択し、[OK] をクリックします。

5.  Microsoft Excel のスプレッドシートを変換する場合、[Excel データを指定 ] ダイアログボックスが表示されたら、
ワークブックファイルからワークシートまたは名前の付いた範囲を選択し、[続行 ...] をクリックします。

6.  [新規作成するファイルの名前 :] ダイアログボックスで新しいファイル名を入力し、保存する場所を選択してから [保
存 ] ボタンをクリックします。

データが FileMaker Pro ファイルに変換され、ファイルが表示されます。

データのインポートの詳細については、ヘルプを参照してください。

エクスポート処理について

FileMaker Pro のデータを新たなファイルにエクスポートし、他のアプリケーションでそのファイルを開くことがで
きます。

レコードをエクスポートする基本的な手順は、次のとおりです。

1.  FileMaker Pro ファイルを開き、エクスポートするレコードで使用されているレイアウトを表示します。

2.  エクスポートするレコードを検索およびソートします。30 ページの「レコードの検索」および 43 ページの「レ
コードのソート」を参照してください。

3.  [ファイル ] メニュー > [レコードのエクスポート ...] を選択します。

4.  [ファイルへのレコードのエクスポート ] ダイアログボックスで、エクスポートされるファイルの名前と保存場所
を入力して、ファイルタイプを選択します。

5.  [フィールドデータのエクスポート順 ] ダイアログボックスで、FileMaker Pro でデータをどのようにエクスポート
するかを選択します。

6.  必要に応じて、エクスポートされるファイルで使用する文字セットを選択します。

7.  エクスポートされたデータに現在のレイアウトの書式設定を適用するかどうかを選択します。

エクスポートの対象 選択項目

現在のレイアウトのフィールド テーブルリストから [現在のレイアウト（レイアウト名）] を選択し、リストのフィー
ルドをダブルクリックします。

現在のレイアウトテーブルの
フィールド

テーブルリストから [現在のテーブル（レイアウト名）] を選択し、リストのフィール
ドをダブルクリックします。
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データのエクスポートの詳細については、ヘルプを参照してください。

外部データソースの操作
FileMaker Pro でアクセスするデータソースを定義できます。

1 その他の FileMaker Pro ファイル

1 情報の共有のために ODBC テクノロジーを使用する SQL データベース

FileMaker Proファイルでデータソースを定義するとき、外部データベースからの最新データがファイルに表示され
ます。外部ファイルのデータを追加、削除、検索、およびソートするために、FileMaker Pro を使用できます。

次の手順では、外部 FileMaker Pro ファイルまたは外部 ODBC データソースのデータにアクセスする方法の概要を説
明しています。外部データソースのアクセスに関する詳細については、ヘルプを参照してください。

外部 FileMaker Pro ファイルの操作

別の FileMaker Pro ファイルのデータにアクセスするためのファイルを設定するには、次の操作を行います。

1 他の FileMaker Pro データソースのテーブルを現在の FileMaker Pro ファイルのリレーションシップグラフに追加
します。

1 レイアウトにフィールドを追加して、他の FileMaker Pro ファイルからのデータを表示します。

ODBC データソースを操作する

サポートされている ODBC データソースのデータにアクセスするファイルをセットアップするには、以下の操作を
行います。

1 アクセスする外部データソースの ODBC ドライバをインストールし、設定します。

1 現在の FileMaker Pro ファイルをホストするコンピュータで、アクセスする各 ODBC データソースのシステム
データソース名（DSN）を定義します。

1 アクセスする ODBC データソースのオプションを設定します（たとえば、ユーザがユーザ名およびパスワードを
入力するようにメッセージを表示するかなど）。

1 ODBC データソースからの１つまたは複数のテーブルを現在の FileMaker Pro ファイルのリレーションシップグ
ラフに追加します。

1 FileMaker Pro ファイルのレイアウトにフィールドを追加して、外部データを表示します。

1 任意に、外部テーブルやレイアウトに補助フィールドを追加して、外部 ODBC データソースに格納されたデータに
基づいた計算および集計結果を表示することもできます。

このリストからフィールドを選択します

書式設定を適用するかどうかを選択します

これらのフィールドのデータがエ
クスポートされます

関連フィールドをエクスポートするには、
リストから関連テーブルを選択します
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Web 上でのデータベースの公開
FileMaker Pro では、インスタント Web 公開を使用して Web ブラウザにデータベースを公開し、ユーザがデータを
検索、ブラウズ、および変更することができます。

インスタント Web 公開を FileMaker Pro のアカウントとアクセス権セットとともに使用して、Web データベースの
セキュリティを確保することができます。

メモ   FileMaker Pro インスタント Web 公開では、最大５人までのユーザが同時に共有ファイルにアクセスすること
ができます。６人以上の Web 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 Advanced を
使用してください。

公開されている FileMaker Pro のデータベースにアクセスするには、次の条件が必要となります。

1 Web ブラウザソフトウェア

1 インターネットまたはイントラネットへのアクセス。インターネットにアクセスするには、ISP（インターネッ
トサービスプロバイダ）が必要です。FileMaker ではアカウントを提供しません。

1 TCP/IP を使用してインターネットまたはイントラネットに常時アクセスできるホストコンピュータ

1 データベースファイルをホストするコンピュータの IP（Internet Protocol）アドレス

ローカルネットワークまたはイントラネット内で、あるいは Web 上のユーザに対して、データベースを Web ページ
として公開できます。データベースを変更したり、追加のソフトウェアを使用する必要はありません。

メモ   フィールドデータに基づいて URL を計算し、FileMaker Pro レイアウトに直接、Web ページを表示する Web 

ビューアは、インスタント Web 公開で共有されるファイルで使用できます。しかし、公開されたファイルの Web 

ビューアを含める前に、いくつかデザイン上の問題点について考える必要があります。詳細については、『FileMaker 

インスタント Web 公開ガイド』を参照してください。[ヘルプ ] メニュー > [製品マニュアル ] > [インスタントWeb 

公開ガイド ] を選択します。

Web ブラウザで表示された FileMaker Pro の共有データベース
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データベースの保護

この章では、ユーザが FileMaker Pro ファイルで表示できる内容や実行できる操作を制限する方法の基本について説
明します。ここでは次の項目について学びます。

1 ファイルのセキュリティの計画

1 ユーザアカウントとパスワードの表示および作成

1 アクセス権セットの表示および作成

1 拡張アクセス権の表示

1 他のファイルによるファイルへのアクセスの認証

1 データベースソリューション、オペレーティングシステム、ネットワーク、およびハードウェアのセキュリティ
を確保する対策

1 データベースと他のファイルのバックアップ

1 ウィルス対策ソフトウェアのインストール、実行、およびアップグレード

メモ   FileMaker Pro の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプを参照
してください。

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、データベースファイルへのアクセス
制御やセキュリティ保護の基本的な方法としては、FileMaker Pro のアクセス権を使用してください。

古いデータベースのセキュリティ設定がどのような方法で最新バージョンの FileMaker Pro に変換されるかについて
は、143 ページの「FileMaker Pro 11 以前のデータベースの変換」およびヘルプを参照してください。

アカウントとアクセス権セットによるデータベースの保護
ユーザがデータベースファイルで表示できる内容や実行できる操作を制限することができます。次の操作を制限する
ことができます。

1 データアクセス。個々のテーブルの特定のレコードまたはフィールドを表示専用にするか、完全に隠します。

1 レイアウトアクセス。レイアウトモードでユーザがレイアウトを変更できないようにします。

1 値一覧およびスクリプトへのアクセス。ユーザが値一覧およびスクリプトにアクセスして変更したり、スクリプ
トを実行できないようにします。

1 共有ファイルへのアクセス。FileMaker ネットワークによるファイル共有、Web 公開によるファイル共有、
ODBC/JDBCによるファイル共有を個別に有効にすることができます。

1 データの出力。ユーザがデータを印刷またはエクスポートできないようにします。

1 メニューアクセス。限られたセットのメニューコマンドのみを利用可能にします。

ユーザがファイルを開こうとしたときにアカウント名とパスワードの入力を要求し、そのユーザがファイルに対して
実行できる操作を制限することができます。アカウント名とパスワードによってどのアクセス権セットが使用される
かが決まり、使用されるアクセス権セットによって、ファイル内で操作可能な項目が制限されます。アカウントとア
クセス権セットの詳細については、次のセクションを参照してください。

アクセス権は、クライアントが使用中の共有ファイルでも定義することができます。ファイルを使用中のクライアン
トに影響するようなアクセス権の変更を行った場合、変更内容はそのクライアントがファイルを閉じて再び開くまで
有効になりません。
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設定するアクセス権は、単一のファイルと、そのファイルに含まれるすべてのデータベーステーブルに適用されま
す。データベースソリューションが複数のファイルで構成され、それらのファイルを保護する場合は、すべてのファ
イルを、複数のテーブルが含まれる１つのファイルに統合することができます。これにより、１つのファイルにアク
セス権を定義するだけで、データベースソリューション全体へのアクセスを管理することができます。すべてのファ
イルを１つのファイルに統合しない場合は、保護する項目が含まれる各ファイルにアクセス権を定義する必要があり
ます。

重要   あるファイル内に、別のファイルのテーブルを参照するリレーションシップを作成した場合、関連ファイルの
アクセス権を参照元のファイルで定義することはできません。参照先テーブルへのアクセスは、そのテーブルで定義
されているアクセス権によって制御されます。

アカウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について

このセクションでは、FileMaker Pro のアカウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について説明します。

データの共有の詳細については、第 5 章「データの共有と交換」を参照してください。

アカウント

アカウントを使用して、保護されたファイルを開こうとしている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。有効なアカウント情報を指定することができないユーザは、保護され
たファイルを開くことはできません。

各データベースファイルには、デフォルトで Admin とゲストという２つのアカウントがあります。詳細については、
130 ページの「あらかじめ定義されているアカウントについて」を参照してください。

ファイルにアクセスする各ユーザに対してアカウントを作成したり、複数のユーザで共有する少数のアカウント
（「マーケティング部」や「営業部」などのアカウント）を作成することができます。

1 特定のユーザが本人であることを確認しなければならない場合や、個人レベルでアクセスを管理する場合は、各
ユーザに対してアカウントを作成します。

1 管理するアカウントを少数に抑えたい場合や、データベースファイルへの個々のアクセスの管理にそれほど不安が
ない場合は、共有アカウントを作成します。

FileMaker Server でファイルをホストする場合は、Apple OpenDirectory や Windows ドメインなどの認証サーバーか
ら認証情報を取得する外部サーバーアカウントを作成することができます。詳細については、136 ページの「外部
サーバーで認証するアカウントの作成」を参照してください。

アクセス権セット

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レベルを指定します。各データベースファイル
には、一般的なタイプのアクセスレベルに対して、あらかじめ定義されたアクセス権セットである [完全アクセス ]、
[データ入力のみ ]、および [閲覧のみアクセス ] の３つが含まれています。アクセス権セットを作成する際には、提
供されているさまざまなオプションを利用して、表示可能なレイアウトや利用可能なメニュー、印刷が許可されてい
るかどうかなどのデータベースアクセスを制限することができます。また、アクセス権セットを使用して、ファイル 

内の特定のテーブルのレコードまたはフィールドへのアクセスを制限することもできます。各アカウントには１つの
アクセス権セットが割り当てられ、これによって、ユーザがそのアカウントを使用してファイルを開いたときのアク
セスのレベルが決まります。

アクセス権セットは、ファイルに対して許可するアクセスのタイプを定義するために必要な数だけ作成することがで
きます。アクセス権セットの詳細については、131 ページの「あらかじめ定義されているアクセス権セットについ
て」を参照してください。



第 6 章  |  データベースの保護 130

拡張アクセス権

拡張アクセス権を使用して、特定の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、それともデータベースを Web ブラウザで
表示することを許可するかなどです。

次の表は、利用可能なデフォルトの拡張アクセス権を示します（FileMaker や他社の開発者によって、FileMaker Pro 

や FileMaker Server と連携動作するように設計された他のソフトウェア製品へのアクセスを管理する追加の拡張アク
セ ス権が定義されている場合があります）。

ユーザがこれらのいずれかの方法で保護されたファイルにアクセスしようとすると、アカウント情報を入力する画面
が表示されます。指定したアカウントのアクセス権セットで、ユーザが要求している拡張アクセス権のタイプが許可
されていない場合は、ファイルにアクセスできないことを示すエラーが表示されます。

デフォルトでは、fmreauthenticate10 を除くすべての拡張アクセス権は [完全アクセス ] アクセス権セットでも無効
になっています。

拡張アクセス権を有効にした場合に許可されるのは、特定のアクセス権セットによる共有データへのアクセスのみで
す。実際に共有データにアクセスするには、必要なアクセスのタイプの共有も設定する必要があります。拡張アクセ
ス権の詳細については、137 ページの「拡張アクセス権の表示」を参照してください。

次のことに注意してください。

1 FileMaker Pro データベースをホストしている場合、データベースに fmapp 拡張アクセス権が含まれている必要
があります。データベースのアップロードアシスタントを使用して FileMaker Server にデータベースをアップ
ロードしていて、共有が有効にされていない場合はデータベースサーバーによって [完全アクセス ] アクセス権
セットに対して fmapp が有効になります。

1 「fm」で始まる拡張アクセス権のキーワードは、FileMaker により予約されています。

あらかじめ定義されているアカウントについて

各データベースファイルには、デフォルトで Admin とゲストという２つのアカウントがあります。

Admin アカウント

Admin アカウントには、ファイルのすべての情報にアクセスできる [完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てら
れています。Admin アカウントにパスワードは割り当てられていません。アクセス権が設定されていないファイル
には、自動的に Admin アカウントでログインするためのファイルオプションが設定されます。

キーワード 拡張アクセス権 アクセス権で許可する操作
fmiwp インスタント Web 公開によるア

クセス
インスタント Web 公開によって Web ブラウザからデータベース
ファイルにアクセスする

fmxdbc ODBC/JDBC によるアクセス ODBC または JDBC によって別のアプリケーションからデータベー
スファイルにアクセスする

fmapp FileMaker ネットワークによるア
クセス、およびサーバーサイドス
クリプト

ネットワーク共有ファイル（FileMaker Pro または FileMaker Server 
でホストされるファイル）を開く

fmreauthenticate10 スリープ /バックグラウンドで指
定した時間を経過した場合再認証
を要求する。FileMaker Go のみ。

ファイルの休止状態または別の app 使用後に再ログインすることな
く FileMaker Go でファイルにアクセスする。デフォルトの時間は 
10 分、最大時間は 10080 分（1週間）（FileMaker Go のみ）

fmxml XML Web 公開でのアクセス - 
FMS のみ

XML Web 公開によって Web ブラウザや他のアプリケーションから
データベースファイルにアクセスする（FileMaker Server のみ）

fmphp PHP Web 公開でのアクセス - 
FMS のみ

PHP Web 公開によって Web ブラウザや他のアプリケーションから
データベースファイルにアクセスする（FileMaker Server のみ）
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Admin アカウントは完全に編集可能です。名前を変更したり、パスワードを割り当てたり、アカウントを非アク
ティブにすることができます。Admin アカウントを削除することもできますが、他のアクティブなアカウントの少
なくとも１つに [完全アクセス ] アクセス権セットを割り当てる必要があります。

重要   [完全アクセス ] アクセス権セットに割り当てられているアカウント名とパスワードは、忘れないように注意
してください。必要であれば、メモして安全な場所に保管してください。このアカウント名とパスワードを紛失した
り忘れたりすると、ファイルにアクセスできなくなります。

ゲストアカウント

ゲストアカウントを使用すると、ユーザはアカウント情報を入力せずにファイルを開くことができます。ゲストアカ
ウントにパスワードは割り当てられていません。デフォルトでは、ゲストアカウントには [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が、ゲストアカウントに必要とされるアクセス権セットを自由に割り当てるこ
とができます。

デフォルトでは、ゲストアカウントは非アクティブになっています。したがって、パスワード入力ダイアログボック
スのゲストオプションも無効となっており、ゲストとしてファイルを開くことはできません。ゲストアカウントを有
効にすると、ゲストアクセスを許可することができます。

ゲストアカウントは完全には編集できません。また、ゲストアカウントの削除、アカウント名の変更、およびパス
ワードの割り当てを行うことはできません。

あらかじめ定義されているアクセス権セットについて

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つのアクセス権セットがあらかじめ定義されています。

1 [完全アクセス ]:ファイルのすべての要素へのアクセスと変更が許可されます。

1 [データ入力のみ ]:データの表示と入力のみが許可されます。

1 [閲覧のみアクセス ]:データの表示は許可されますが、変更は許可されません。

あらかじめ定義されているアクセス権セットを変更したり、削除することはできません。 ただし、拡張アクセス権の
有効 /無効を切り替えることはできます。あらかじめ定義されているアクセス権セットは、そのまま使用するか、複
製してコピーを編集することができます。

次の表は、これらのアクセス権セットのプロパティの概要を示します。

アクセス権
完全アクセス 
アクセス権セット

データ入力のみ 
アクセス権セット

閲覧のみアクセス 
アクセス権セット

レコード（すべてのテーブル） 作成、編集、削除 作成、編集、削除 表示のみ

レイアウト すべて変更可能 表示のみ 表示のみ

値一覧 すべて変更可能 表示のみ 表示のみ

スクリプト すべて変更および実行可能 すべて実行のみ可能 すべて実行のみ可能

拡張アクセス権 fmreauthenticate10 

以外すべて無効
fmreauthenticate10 

以外すべて無効
fmreauthenticate10 

以外すべて無効

印刷を許可 有効 有効 有効

エクスポートを許可 有効 有効 有効

拡張アクセス権の管理 有効 無効 無効

データ入力警告の無視を許可 有効 無効 無効

アイドル状態の時 FileMaker Server から接続
を解除

無効 有効 有効

パスワード変更を許可 有効 有効 有効

パスワード変更までの日数 無効 無効 無効
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レコードを PDF ファイルに保存するには、[印刷を許可 ] 権限が必要です。レコードを Microsoft Excel ワークシート
にエクスポートするには、[エクスポートを許可 ] 権限が必要です。PDF または Excel ファイルへのレコードの保存
の詳細については、120 ページの「他の形式のデータの保存および送信」を参照してください。

メモ   [完全アクセス ] アクセス権セットは、[データベースの管理 ] および [ファイル参照を定義 ] ダイアログボック
スにアクセスして、フィールド、テーブル、リレーションシップ、およびファイル参照を変更することが許可されて
いる唯一のアクセス権セットです。また、アカウントとアクセス権の変更が許可されている唯一のアクセス権セット
でもあります。他のアクセス権セットではこれらのアクセス権を有効にできないため、データベース定義やアクセス
権を変更する必要があるユーザは、[完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てられているアカウントでファイル
を開く必要があります。

各ファイルでは、FileMaker で認証される少なくとも１つのアクティブなアカウントに、[完全アクセス ] アクセス権
セットを割り当てる必要があります。アカウントを編集した結果、どのアクティブなアカウントにも [完全アクセス ] 

アクセス権セットが割り当てられていない状態になった場合は、エラーメッセージが表示されます。

ファイルのセキュリティの計画

新しい FileMaker Pro ファイルは、デフォルトでは保護されていません。ファイルを開くと、ユーザは、自動的に、
[完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てられている Admin アカウントでログインします。

1 自分のコンピュータのデータベースファイルを他人に開かれたくない場合は、ファイルをパスワードで保護する
ことができます。詳細については、133 ページの「パスワードによるファイルの保護」を参照してください。

1 データベースファイルを他のユーザと共有し、ユーザに応じて異なるレベルのファイルアクセスを提供する場合は、
ファイルのセキュリティを計画する必要があります。ユーザのタイプとその権限のリストを考慮してください。

* レコードごとのアクセス権を使用して、レコードの削除などの一部の機能に対して制限付きアクセスを提供するこ
とができます。レコードごとのアクセス権の詳細については、ヘルプを参照してください。

テーブル、レイアウト、値一覧、およびスクリプトにアクセスしようとするファイルに認証を求めることで、ファイ
ルを追加的に保護することができます。詳細については、138 ページの「ファイルへのアクセスの認証」を参照して
ください。

共有ファイルのセキュリティを計画するには、次の手順に従います。

1.  ファイルに対して必要なアクセス権セットを決定します。

特定のテーブル、フィールド、レコード、レイアウト、値一覧、およびスクリプトなど、保護するファイルの範
囲のリストを作成します。必要なさまざまなレベルのアクセスを確保するために必要なアクセス権セットの数を
計画します。

パスワードの最小の長さ 無効 無効 無効

利用できるメニューコマンド すべて すべて すべて

マネージャ マーケティング 販売 人事 法務 ゲスト

レコードの表示 はい はい はい はい はい はい

レコードの作成 はい はい はい はい いいえ いいえ

レコードの編集 はい はい はい はい いいえ いいえ

レコードの削除 はい 制限付き * 制限付き * はい いいえ いいえ

スクリプトの変更 はい 制限付き * いいえ はい いいえ いいえ

スクリプトの実行 はい はい はい はい はい いいえ

値一覧の変更 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

メニュー すべて 編集のみ 編集のみ すべて 最小 最小

アクセス権
完全アクセス 
アクセス権セット

データ入力のみ 
アクセス権セット

閲覧のみアクセス 
アクセス権セット
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2.  各ユーザに個別のアカウントが必要か、それとも複数のユーザで共有することができるグループアカウントが必
要かを判断します。

3.  ゲストアカウントを有効にするかどうかを判断します。ゲストアカウントを使用すると、ユーザはアカウント情
報を入力せずにファイルを開くことができます。

4.  ファイルに対して必要なアクセス権セットを作成します。

5.  特定のアクセス権セットに対して、拡張アクセス権を有効にする必要があるかどうかを判断します。

必要がない場合、拡張アクセス権セットは有効にしないでください。

6.  必要なアカウントをファイル内に作成して、各アカウントに適切なアクセス権セットを割り当てます。

詳細については、次のセクションを参照してください。ゲストアカウントを使用する場合は、ゲストアカウント
にもアクセス権セットを割り当てる必要があります。アクセス権セットを割り当てない場合は、ゲストアカウン
トを無効にしてください。

7.  さまざまなアカウントを使用してファイルを開き、作成した各アクセス権セットをテストします。制限が意図し
たとおりに動作することを確認し、アクセス権セットに必要な修正を加えます。

8.  オプションで、[ファイルアクセス ] タブを使用して、他のファイルによるファイルのスキーマへのアクセスを制
限できます。詳細については、138 ページの「ファイルへのアクセスの認証」を参照してください。

パスワードによるファイルの保護

コンピュータ上の非共有データベースファイルを他のユーザが開けないようにする場合は、ファイルをパスワードで
保護することができます。

ファイルをパスワードで保護すると、ファイルを開こうとするたびにアカウント名とパスワードを入力する画面が表
示されます。要求されたアカウント情報を知らないユーザは、ファイルを開くことはできません。

ファイルをパスワードで保護するには、次の操作を行います。

1.  ファイルのアカウントを次のように変更します。

1 Admin アカウントの名前とパスワードを変更し、[完全アクセス ] アクセス権セットを使用します。

1 ゲストアカウントが非アクティブになっていることを確認します。

1 ファイルの他のアカウントを削除するか、または非アクティブにします。

2.  必要に応じて、[完全アクセス ] アクセス権セットを編集して、必要な拡張アクセス権を許可します。

必要がない場合、拡張アクセス権セットは有効にしないでください。

安全なパスワードを作成するための推奨事項

1 安全なパスワードは一般的に８文字以上で、少なくとも１つの数字を含めます。

1 Web 公開でファイルを共有する場合、アカウント名とパスワードには、欧文（ISO Latin-1）文字セットに含まれる
文字（コロンを除く）のみを使用することができます。Web 上で正しく解釈されない可能性がある文字が使用され
ないよう、アカウント名およびパスワードを英数字のみに制限することができます。

FileMaker Pro データベースの保護の詳細については、ヘルプを参照してください。

アカウントとアクセス権セットの作成
アカウントには、ファイルを開くためのアカウント名と、通常はパスワードも指定します。アカウントが設定されて
いるファイルを開くと、アカウント情報を入力するダイアログボックスが表示されます。ファイルを正しいアカウン
ト名とパスワードで開くと、そのアカウントに割り当てられているアクセス権セットによって、そのユーザが実行で
きる操作が決定されます。
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アクセス権セットでは、表示可能なレイアウトや利用可能なメニュー、印刷が許可されているかどうかなど、データ
ベースへのアクセスのレベルを指定します。

ファイルのアクセス権セットを作成および管理するには、[完全アクセス ] アクセス権セットが割り当てられている
アカウントでファイルを開く必要があります。

他のクライアントが使用中の共有ファイルでも、アカウントやアクセス権セットを作成したり変更できます。アカウ
ントの変更内容はただちに有効になりますが、 現在ファイルを使用中のクライアントの操作に影響はありません。た
とえば、１人または複数のクライアン トが使用しているアカウントのパスワードを変更しても、クライアントによ
る FileMaker Pro の操作が中断されるこ とはありません。ただし、次回同じファイルを開くときには、新しいパス
ワードを入力する必要があります。

アカウントは、必要に応じていくつでも作成できます。各ユーザに対して個別のアカウントを作成したり、複数の
ユーザで共有できる少数のアカウントを作成することができます。

アカウントとアクセス権セットの表示

[セキュリティの管理 ] ダイアログボックスには、ファイルのすべてのアカウントとアクセス権セットの一覧が表示
されます。

ファイルのアカウントとアクセス権セットを表示するには、次の操作を行います。

1.  データベースファイルを開きます。

2.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [セキュリティ ...] を選択します。

開いたファイルに対して定義されているアカウントが表示されます。

3.  [セキュリティの管理 ] ダイアログボックスで、[アクセス権セット ] タブをクリックします。

開いたファイルに対して定義されているアクセス権セットが表示されます。
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アカウントの作成

ファイルにアクセスするすべてのユーザに対してアカウントを作成したり、複数のユーザで共有するアカウント
（「マーケティング部」や「営業部」など）を作成して、アカウントの数を抑えることもできます。新しい各アカウン
トには、アクセス権セットを割り当てる必要があります。

アカウントを作成するには、次の操作を行います。

1.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [セキュリティ ...] を選択します。

2.  [アカウント ] タブで、[新規 ...] をクリックします。

3.  [アカウントの編集 ] ダイアログボックスで、[アカウントの認証方法 :] から [FileMaker] を選択します。

外部サーバーで管理されているアカウントの詳細については、136 ページの「外部サーバーで認証するアカウン
トの作成」を参照してください。

4.  アカウントのアカウント名とパスワードを入力します。

ヒント   個々のユーザに対してアカウントを作成する場合、各アカウントには、[環境設定 ] ダイアログボックス
の [ユーザ名 :] で定義されている名前に基づいて名前を付けることができます。このユーザ名は、アカウント名
とパスワードを入力するダイアログボックスに表示されるデフォルトのアカウント名です。[ユーザ名 :] に表示さ
れる名前と同じアカウント名を設定すると、ユーザはアカウント名を再入力する必要がなくなります。

5.  アカウントのユーザが初めてログインしたときに新しいパスワードを選択するように設定する場合は、[ユーザは
次回ログイン時にパスワードの変更が必要 ] 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
うに設定しないでください。その代わり、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てくだ
さい。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。

6.  [アカウントのステータス :] で、アカウントのアクティブまたは非アクティブを選択します。

たとえば、アクセス権セットの設定を終了するまでアカウントを非アクティブにすることができます。非アク
ティブなアカウントのアカウント名とパスワードを使用してデータベースを開くことはできません。

7.  [アクセス権セット :] で、そのアカウントに設定するアクセス権セットを選択します。

既存のアクセス権セットを使用することも、[新規アクセス権セット ...] を選択して新しいアクセス権セットを作
成することもできます。詳細については、136 ページの「アクセス権セットの作成」を参照してください。

8.  [説明 :] ボックスに、アカウントの説明を入力します（オプション）。

9.  [OK] をクリックします。
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10.  [セキュリティの管理 ] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

11.  続いて表示されるダイアログボックスで、[完全アクセス ] アクセス権セットに割り当てられているアカウント名
とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

外部サーバーで認証するアカウントの作成

FileMaker Server で FileMaker Pro のデータベースファイルをホストする場合、組織において、ユーザとグループに
対して一元管理された認証方法（Apple OpenDirectory や Windows ドメインなど）を使用しているときは、認証サー
バーに基づいてユーザを認証するアカウントを設定できます。これにより、各 FileMaker Pro データベースファイル
で独立したアカウントの一覧を管理することなく、既存の認証サーバーを使用してデータベースへのアクセスを制御
することができます。

メモ   認証サーバーでユーザを認証することができるのは、FileMaker Server でホストされているデータベースファ
イルだけです。FileMaker Pro で共有されているデータベースファイルを認証サーバーで認証することはできません。

重要   データベースファイルに１つまたは複数の外部サーバーアカウントが含まれる場合は、オペレーティングシス
テムのセキュリティ設定を使用して、ファイルへの直接アクセスを制限してください。制限しない場合、権限のない
ユーザが、認証サーバーの環境を複製した別のシステムにファイルを移動して、ファイルへのアクセスを取得できる
ことがあります。詳細については、FileMaker Server のマニュアルを参照してください。

外部サーバーで認証するアカウントを作成するには、次の操作を行います。

1.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [セキュリティ ...] を選択します。

2.  [アカウント ] タブで、[新規 ...] をクリックします。

3.  [アカウントの編集 ] ダイアログボックスで、[アカウントの認証方法 :] から [外部サーバー ] を選択します。

4.  [グループ名 :] に、外部認証サーバーで定義されているグループ名を入力します。

5.  [アカウントのステータス :] で、アカウントのアクティブまたは非アクティブを選択します。

6.  [アクセス権セット :] で、そのアカウントに設定するアクセス権セットを選択します。

アカウントに割り当てるアクセス権セットによって、外部で認証されるグループのメンバーがデータベースファイ
ルに対して実行できる操作が決まります。既存のアクセス権セットを使用することも、[新規アクセス権セット ...] 

を選択して新しいアクセス権セットを作成することもできます。詳細については、次のセクションを参照してくだ
さい。

7.  [説明 :] ボックスに、アカウントの説明を入力します（オプション）。

8.  [OK] をクリックします。

9.  [セキュリティの管理 ] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

10.  続いて表示されるダイアログボックスで、[完全アクセス ] アクセス権セットに割り当てられているアカウント名
とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

アクセス権セットの作成

１つまたは複数のアカウントに各アクセス権セットを割り当てることができます。

アクセス権セットを作成するには、次の操作を行います。

1.  上の手順に従って、ファイルのアクセス権セットを表示します。

2.  [新規 ...] をクリックします。

[アクセス権セットの編集 ] ダイアログボックスが表示されます。デフォルトでは、各アクセス権セットのオプ
ションは、最も制限が厳しい設定になっています。
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3.  [説明 ] ボックスに、アクセス権セットの説明を入力します（オプション）。

4.  アクセス権セットのアクセス権を定義します。

5.  [OK] をクリックします。

必要なアクセス権セットを作成したら、アカウントを作成または編集して、それぞれに適切なアクセス権セットを設
定する必要があります。詳細については、135 ページの「アカウントの作成」を参照してください。

アカウントとアクセス権セットの作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

レコードレベルのアクセスの有効化について

各テーブルに対して、レコードアクセスを個別に設定することができます。たとえば、アクセス権セットにより次の
操作を制限することができます。

1 各テーブル内の一部またはすべてのレコードの表示、編集、作成、または削除。

1 各テーブル内の特定のフィールドへのアクセスまたは変更。

現在使用中のファイルで定義されているテーブルに対しては、レコードアクセス権のみを設定することができます。
使用中のファイルに他のファイル内のテーブルとのリレーションシップが設定されていて、それらのテーブルを保護
したい場合は、他のファイルの方にアカウントとアクセス権セットを作成する必要があります。

[アクセス権セットの編集 ] ダイアログボックスの詳細については、ヘルプを参照してください。

拡張アクセス権の表示
拡張アクセス権は、ファイルのアクセス権セットによって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、ファイルが共有されている場合は、[FileMaker ネットワークによるアクセス ] 拡張アクセス権によって、現在の
アクセス権セットでクライアントとして共有ファイルを開くことができるかどうかが決まります。[インスタント 

Web 公開によるアクセス ] 拡張アクセス権では、現在のアクセス権セットで Web ブラウザからデータベースへのア
クセスを許可するかどうかを指定します。

デフォルトでは６つの拡張アクセス権があります。デフォルトの拡張アクセス権の詳細については、129 ページの
「アカウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について」を参照してください。

[セキュリティの管理 ] ダイアログボックスでは、拡張アクセス権を参照することができる他に、選択したアクセス
権セットに対して各拡張アクセス権を有効にすることもできます。デフォルトでは、fmreauthenticate10 を除くすべ
ての拡張アクセス権は [完全アクセス ] アクセス権セットでも無効になっています。

不要な拡張アクセス権の削除が必要な場合があります。

拡張アクセス権を表示するには、次の操作を行います。
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1.  データベースファイルを開きます。

2.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [セキュリティ ...] を選択します。

3.  [セキュリティの管理 ] ダイアログボックスで、[拡張アクセス権 ] タブをクリックします。

拡張アクセス権の詳細については、ヘルプを参照してください。

ファイルへのアクセスの認証
全体的なセキュリティ計画の一部として、他の FileMaker Pro ファイルに、セキュリティが確保されたソリューショ
ンでファイルのスキーマ（テーブル、レイアウト、スクリプトおよび値一覧を含む）へのアクセスを許可するかどう
かを設定できます。保護を有効にすると、FileMaker データソースを使用して保護されたファイルの使用には、認証
が必要になります。したがって、複数ファイルソリューションでは他のファイルを認証する必要があります。

たとえば、保護を有効にすると、ファイルにアカウントを保有する別のユーザがそのファイル内のテーブルを使用し
て別のファイルを作成するのを防止しますが、同じビジネスロジック（同じスクリプトトリガなど）を実装するわけ
ではありません。この代替ファイルを使用すると、意図するビジネスロジックをバイパスできます（ただし、レコー
ドレベルのアクセスは強制的に施行されます）。このオプションを有効にすると、保護されたファイルを開く認証の
ないファイルがファイルを開くスクリプトステップを使用するのを防止することもできます。

メモ   保護するファイルと認証するファイルに対する [完全アクセス ] アクセス権が必要です。

ファイルへのアクセスを認証するには、次の操作を行います。

1.  保護するファイルを開きます。

2.  [ファイル ] メニュー > [管理 ] > [セキュリティ ...] を選択し、[ファイルアクセス ] タブをクリックします。
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3.  他のファイルからこのファイルへの不要なアクセスを防止するには、[このファイルへの参照の作成に完全アクセ
ス権を要求する ] を選択します。

4.  保護されたファイルを参照するファイルが現在開いている場合は、各ファイルに対してファイルを認証するかど
うかを訊ねる警告が表示されます。[はい ] をクリックします。

5.  現在開いていない別のファイルを認証する場合は、[認証 ] をクリックします。[ファイルを開く ] ダイアログボック
スで認証するローカルファイルまたはリモートファイルを選択し、[開く ] をクリックします。

完全アクセス権のあるアカウントの名前とパスワードの入力を求められる場合があります。

6.  [OK] をクリックします。

ファイルへのアクセスの認証の詳細については、ヘルプを参照してください。

セキュリティ対策
データベースファイル、ホストコンピュータ、ワークステーション、およびそれらがアクセスするネットワークが盗
難や損傷に対して安全であることを確認します。データと設備を保護するには、次の５つのセキュリティ対策を実装
する必要があります。

1 物理的なセキュリティの強化

1 オペレーティングシステムのセキュリティの強化

1 ネットワークセキュリティの確立

1 データベースと他の重要なファイルのバックアップ

1 ウィルス対策ソフトウェアのインストール、実行、およびアップグレード

FileMaker Pro ファイルのセキュリティに関する情報については、http://www.filemaker.co.jp/support/security を参照
してください。

物理的なセキュリティの強化
コンピュータを評価して、物理的に安全であることを確認します。

1 ホストコンピュータは、机や動かせない物にカギで固定された専用のコンピュータにする必要があります。ハー
ドドライブを取り外すことができないようにコンピュータを保護します。カギのかかる部屋にコンピュータを保
管することで、コンピュータへのアクセスを制限します。

1 データベースにアクセスするクライアントワークステーションを保護します。パスワードが必要なスクリーン
セーバを使用することで、コンピュータをロックしてアクセスを制限します。

1 テープや CD などの持ち運び可能なメディアに保存されているファイルのバックアップコピーの物理的なセキュリ
ティを確保します。

オペレーティングシステムのセキュリティの強化
オペレーティングシステムのセキュリティ機能を使用して、重要なデータへのアクセスを制限します。ネットワーク
管理者は、FileMaker データベースのシステムを管理および維持する権限のある個人に対してのみ、アクセスを提供
する必要があります。さらに、次の作業も実行することをお勧めします。

1 システムのユーザ ID とパスワードを追跡する

1 FileMaker Pro アプリケーションとファイルのディレクトリ、サーバー、および Web ページへのアクセスを制限
する

1 ファイル共有および FTP のリモートアクセス設定を確認する

http://www.filemaker.co.jp/support/security
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1 ファイルのアップロードまたはダウンロードアクセスを制限する

1 すべてのユーザが最も安全な最新バージョンのオペレーティングシステムを使用していることを確認する

1 手順を効率化するために、外部認証を有効にすることができます。 外部認証では、Windowsドメイン認証または
Apple OpenDirectoryに設定されているアカウントを使用します。詳細については、ヘルプを参照してください。

1 FileMaker Pro ファイルをファイルサーバーに配置して共有せずに、FileMaker Pro および FileMaker Server のビルト
インのネットワーク機能を使用してください。これによって、不適切な方法でファイルが共有されている場合に発
生するファイルの不適切なコピーや、レコードロックまたは潜在的な破損の問題を防止します。

ネットワークセキュリティの確立
イントラネットまたはインターネット上で共有されるデータベースでは、TCP/IP プロトコルが使用されます。ピア
トゥピアまたは FileMaker Server でデータベースを共有する場合も、TCP/IP プロトコルを使用できます。TCP/IP 

は、データを移動したり、クライアントがデータに接続できるようにする点では優れていますが、セキュリティを主
要な目的として設計されていません。予防措置を講じていない場合、TCP/IP によって、ホストコンピュータ、サー
バーソフトウェア、データベース、および内部ネットワーク上の他のクライアントコンピュータへの不正なアクセス
が提供される可能性があります。TCP/IP は高度なデータ保護機能を備えていないため、不正なユーザの侵入経路に、
ファイアウォールや SSL データ暗号化などの障壁を設けることが重要です。

1 最も一般的に使用されるバリケード方法は、ファイアウォールです。ファイアウォールは、「ファイアウォールの
外部」にある公開環境と、「ファイアウォールの後方」にあるプライベートな環境という２つの独立した環境に
ネットワークを分割します。ファイアウォールの外部のユーザは、公開する TCP/IP またはハードウェアアドレ
スにのみアクセスできます。公開されるサーバーコンピュータにセキュリティを集中できると同時に、ファイア
ウォールの後方のコンピュータはより少ない保護手段で運用することができます。

1 Apple AirMac Extreme と他の 802.11n ネットワークカードおよびベースステーションなどのワイヤレスネットワー
クデバイスを使用すると、セキュリティ上の問題となる可能性があります。これらのデバイスは、建物の壁の外に
までネットワークトラフィックをブロードキャストする可能性があるため、ワイヤレスネットワーク信号を暗号化
することが非常に重要です。必ず、利用可能な最大レベルの信号暗号化を使用してください。

データベースと他の重要なファイルのバックアップ
ビジネスに不可欠な情報サービスを実行する代替サイトおよびシステムを含む、データの復元計画を策定します。最
新のバックアップがあれば、あるユーザがファイルの管理者アカウントの情報を紛失した状況や、ユーザエラー（場
合によってはデータベースの設計の不備）によってデータが不適切に削除または変更された状況からの復元に役立て
ることができます。

次の点に注意してください。

1 データベースは FileMaker Server でホストし、定期的にスケジュールされた自動バックアップを作成します。

ホストされている FileMaker Pro データベース上ではサードパーティのバックアップソフトウェアを使用しない
でください。まず、FileMaker Server を使用してデータベースのバックアップコピーを作成し、そのコピーに
サードパーティのバックアップソフトウェアを実行します。バックアップソフトウェアは、開いているホストさ
れたデータベースに損傷を与える可能性があります。

たとえば、平日の午前 6:00、午前 9:00、正午 12:00、午後 3:00、午後 6:00、および午後 11:30 に、ファイルの
ローカルバックアップを作成します。深夜には、企業のバックアップシステムにシステム全体の増分バックアッ
プを作成します。最後に、金曜日の深夜に完全システムバックアップを実行します。バックアップテープは、コ
ピーして離れた場所に保管します。この方法により、複数のドライブの重大な障害以外の何らかの理由でサー
バーが停止した場合、データファイルのより最近のバックアップ（つまり、失われたデータの最大３時間分）を
使用することができます。重大なドライブ障害が発生した場合は、前日の夜のテープを使用して、損失を１日分
のデータにまで最小化することができます。当然、これらの手順は、ユーザの状況とデータの価値に合わせて調
整できます。
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1 バックアップコピーが損傷していたり、アクセス不能でないことを確認します。必要になる前に、バックアップ
コピーが正しく機能することを確認してください。ハードドライブに対して診断ツールを実行して、ファイルを
定期的にバックアップします。

1 バックアップコピーからファイルのセット全体を復元できることを確認します。

1 データを定期的にエクスポートして、ファイルの損傷に対して保護します。

1 バックアップメディア自体を保護します。バックアップは、耐火性のある別の場所に保管します。

1 ネットワーク管理者が不在の場合にファイルを元に戻すことができるバックアップ管理者を割り当てます。

1 冗長性を計画します。停電が発生した場合は、無停電電源装置（UPS）によって少なくとも 15 分間電源を維持
して、すべてのファイルを安全に閉じることができる必要があります。所定の時間内に電源を復旧できない場合
は、発電機を使用してサーバーに電源を供給することを検討します。さらに、ルータとファイアウォールの電源
についても検討します。インターネットアクセスが 48 時間以上中断された場合、コミュニケーションに問題があ
るかどうかを判断します。

1 侵入者がデータベースサーバーを停止させ、そのサーバーを以前の状態に復元できない場合に、サービスの提供
を継続する方法を検討します。

1 発生の可能性がある追加の状況を評価して、各状況に対応するための計画を作成します。

また、ネットワーク管理者は、データシステムおよびビジネスに不可欠な機能に対するリスクを評価する必要があり
ます。たとえば、次の点を考慮します。

1 データまたは独自の知的財産の盗難。

1 サーバー、ネットワーク、データストレージ、データバックアップストレージなどのネットワークインフラスト
ラクチャの中断、盗難、または損傷。パスワードクラッカーや、その他の種類の悪意を持った妨害および破壊行
為によって損傷が発生する可能性があります。ほとんどの問題は、組織の内部に起因します。

1 建物の火災、環境または生物学的危害、洪水などによる企業インフラストラクチャの中断または破損。

1 公共インフラストラクチャの中断または破損。 環境条件、または竜巻や洪水などの悪天候によって引き起こされる
電気、通信（音声およびデータ）、交通網（鉄道、バス、電車）を含みます。

FileMaker Pro には、損傷の可能性のあるデータベースを処理するための一貫性チェックまたは修復の２つのメカニ
ズムがあります。一貫性チェックは必要に応じて、ファイルを開いたときに自動的に行われます。損傷が疑われる
ファイルの一貫性を検証することもできます。また、FileMaker Pro は損傷が見つかったファイルを修復しようとし
ます。一貫性チェックとファイルの修復の詳細については、ヘルプを参照してください。

重要   予想外の停電、ハードドライブの障害、ソフトウェアの障害などのサーバー障害が発生した場合は、バック
アップファイルを使用します。システム障害によって FileMaker Server が不適切にシャットダウンした場合、キャッ
シュデータがディスクに書き込まれておらず、ファイルが適切に閉じられていないと、ファイルの破損につながる可
能性があります。ファイルを再度開いて整合性チェックまたは修復（FileMaker Pro またはユーザにより開始されま
す）を実行しても、ファイルは内部で破損したままになっている可能性があります。ファイルの修復では、問題が解
決されたことを保証できません。
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ウィルス対策ソフトウェアのインストール、実行、およびアップグレード
ほとんどのコンピュータはインターネットに接続できるため、電子メールの添付ファイルを通じて送信されるウィル
スの攻撃に対して脆弱です。すべての従業員がウィルス対策チェックソフトウェアを定期的に実行していること、お
よびウィルス警告の典型的な兆候を理解していることを確認してください。従業員は、コンピュータにファイルをコ
ピーまたはダウンロードする前にすべてのファイルをスキャンする必要があります。また、知っているユーザからで
あっても、要求していない添付ファイルは開かないようにする必要があります。

ウィルス対策ソフトウェアはシステムやデータを保護するのに不可欠ですが、FileMaker Pro データベースをホスト
するコンピュータで使用する場合にはいくつかの注意点があります。

ウィルス対策プログラムは、ウィルスをスキャンしたときに、ファイル内のバイトをロックすることがあります。こ
れらのロックにより、FileMaker Pro または FileMaker Server がファイルにデータを書き込むときにエラーが発生し、
その結果、破損または閉じたものとしてそのファイルにフラグが立てられることがあります。

この状況はまた、FileMaker Server がバックアップターゲットとして使用するファイルにも適用されます。スケ
ジュールされたバックアップの実行中に、バックアップファイルがウィルス対策ソフトウェアによりスキャンされる
場合、バックアップ先のファイルがロックされることがあります。これにより、バックアッププロセスが失敗し、
データが失われることがあります。開いている非共有の FileMaker Pro データベースファイルがウィルス対策ソフト
ウェアによりスキャンされる場合でも、このようにデータの損失が起こることがあります。

FileMaker Pro データベースをホストするコンピュータでウィルス対策ソフトウェアを実行するときには、次のよう
にします。

1 開いているデータベースやホストされているデータベースにウィルス対策ソフトウェアを実行しないでください。
まず、データベースを閉じてから、ウィルス対策ソフトウェアを実行してください。

1 コンピュータにウィルスがないかどうかをスキャンする場合は、FileMaker Server や FileMaker Pro を通じてアク
ティブにファイルをホストするデータベースフォルダとサブフォルダ、および任意のフォルダをスキャンしない
でください。代わりに、ウィルス対策ソフトウェアでデータベースのバックアップ先フォルダをスキャンし、
ウィルス対策ソフトウェアのスキャンスケジュールが FileMaker Server のバックアップスケジュールと重ならな
いようにしてください。データベースが完全にバックアップされるのを待ってから、スキャンを始めてください。
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FileMaker Pro 11 以前で作成したファイルを FileMaker Pro 12 で使用するには FileMaker Pro 12 形式に変換する必要
があります。

ファイルを変換すると、FileMaker Pro では「Conversion.log」ファイルが作成され、変換の状況と変換処理中に発
生する可能性のある問題を確認できます。

次の点に注意してください。

1 FileMaker Pro 12 形式に変換できるのは、FileMaker Pro バージョン 7.x、8.x、9.x、10.x、または 11.x で作成され
たファイルのみです。FileMaker Pro 7 より前のファイルを変換するには、
http://www.filemaker.co.jp/support/downloads からダウンロードできる FileMaker Pro 11 の最新の評価版を使用し
てください。

1 手動での修正が必要な場合があります。変換されたファイルで、正しく変換されていない項目を修正しなければ
ならない場合があります。場合によっては、元のファイルの項目を修正してからファイルをもう一度変換する必
要があります。ファイルを変換した後に、「Conversion.log」ファイルで、修正が必要な項目がないかどうかを確
認してください。

1 変換されたファイルをテストする必要があります。「Conversion.log」ファイルには、ファイル内で修正が必要な一
部の項目が示されない場合があります。変換されたデータベースソリューションを使い始める前に、ソリューショ
ンを十分にテストして、すべての項目が正しく変換されていることを確認してください。たとえば、すべてのスク
リプトが意図したとおりに動作することや、アカウントとアクセス権セットによって必要なファイルのセキュリ
ティが提供されていることを確認します。

メモ   FileMaker Pro ファイルの変換に関するあらゆる情報を網羅した情報および手順ごとの操作については、ヘル
プを参照してください。

変換の概要
ファイルを変換する際、FileMaker Pro 12 は、元のファイルの内容を保持して、FileMaker Pro 12 形式に変換された
新しいファイルを作成します。元のファイルの内容は変更されないため、旧バージョンの FileMaker Pro で開くこと
ができます。変換されたファイルは、FileMaker Pro 12 でのみ開くことができます。FileMaker Pro データベースを
変換する前に、慎重に変換を計画してください。

１つのファイルを変換するか、または一度に複数のファイルを変換することができます。

1 他のファイルから関連データを表示しないスタンドアロンのデータベースファイル用には１つのファイルを変換
します。

1 リレーショナルデータベースに含まれるファイルをすべて変換するには、複数のファイルをすべて同時に変換し
ます。変換するファイルを選択する方法は複数あり、ファイル（またはファイルが含まれるフォルダ）を 

FileMaker Pro 12 アプリケーションアイコンにドラッグ＆ドロップするか、FileMaker Pro の [開く ] ダイアログ
ボックスで複数のファイルを選択することができます。

メモ   別のフォルダから複数のファイルを変換すると、変換されたすべてのファイルは同じフォルダ内に作成さ
れます。元のファイルの場所は保持されません。ファイルの変換をより簡単に行うには、複数のファイルで構成
されるリレーショナルデータベースのすべてのファイルを同時に変換します。変換後は、いずれかのファイルの
セットを同じ元のファイル構造に移動できます。

１つおよび複数のファイルの変換の詳細については、ヘルプを参照してください。
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変換に関する基本的な問題の解決
次に、変換時に発生する可能性がある問題を修正するための推奨事項を示します。

FileMaker Pro 12 でファイルを開くことができない

変換するファイルが FileMaker Pro の前のバージョンで開いている場合は（たとえば「Inventory.fp7」ファイルが、
FileMaker Pro 11 で開いているなど）、前のバージョンでファイルを閉じてください。

ファイルが正しく変換されない

1 ファイルのコピーを変換する場合は、元のファイルを閉じてからコピーしてください。ファイルが開いたままの
場合、正常に変換されません。

1 変換するデータベースのフォルダ内にある「Conversion.log」ファイルを確認します。

1 まず、旧バージョンの FileMaker Pro を使用してファイルを修復してから、もう一度ファイルを変換します。

旧バージョンの FileMaker Pro を使用して元のファイルを開くと、一貫性のチェックまたは自動修復のメッ
セージが表示される

まず、旧バージョンの FileMaker Pro を使用して元のファイルを修復します。続いて、同じバージョンを使用して修
復されたファイルを開き、ファイルを閉じてから、FileMaker Pro 12 で変換します。

変換されたファイルでパスワードを使用できない

FileMaker Pro のパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。旧バージョンの FileMaker Pro で作成したパス
ワードと完全に同じパスワードを入力していることを確認します。ファイルの所有者やデータベース管理者でない場
合は、データベース管理者にパスワードの情報を問い合わせてください。

スナップショットリンクを開けない

FileMaker Pro 11 を使用して作成したスナップショットリンクを開くことはできません。レコードが対象になってい
るデータベースを変換してから、スナップショットリンクを作成し直してください。
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