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ClickGrapher は、FileMaker を利用してグラフ、グラフィックス、バーコードと、それらに対応
するグラフィック関数を自動生成する統合ビジュアル環境です。
さらに ClickGrapher6 では 対象グラフ をサムネイル経由でダッシュボードへ取り込んでプレゼ
ンテーションや比較分析などを行い、結果をレポーティングすることができます。ダッシュボー
ドではグラフ比較を容易にするためオブジェクトの位置やサイズ、スケールを調整できます。ま
たレポートでもオブジェクトを自由に配置し、さらに全体のレイアウトを思考できるように位置
やサイズ調整、オブジェクトの入れ替えも容易です。
ClickGrapher は、FileMakerソリューションをビジュアル化したいデベロッパーやデータ分析の
エクスパートから、綺麗なグラフやグラフィックスあるいはバーコードを手軽に作成し人を魅き
付けるレポートを作りたいこだわりユーザはもちろん、経営方針の決定や表紙付の小冊子の作成
まで幅広くお使い頂けます。

ClickGrapher6 の新機能
　• FreeData での外部データのインポート機能の向上、データのリレーション化、ライブチャート対処
　• ClickThumnails によるオブジェクトの一覧表示
　• ClickDashboard への Drag&Drop などによるオブジェクト挿入、位置とサイズ、スケール調整
　• ClickReport への ClickGrapher で作成したオブジェクトや外部イメージの取込みとページレイアウト

ClickGrapher のグラフ作成機能
　• グラフ、グラフィックス、バーコードの自動生成
　• デザインと描画のリアルタイム同期
　• グラフィック関数の自動生成
　• 静止、レコードドリブン、ライブチャート
　• 簡単操作
　　• ポップアップとボタンでの一発設定
　　• グラフの複製と変換
　　• グループ化、マルチ化
　　• バッチ出力
　• 高い表現力
　　• 描画位置とサイズの自由設定
　　• コンポーネントの詳細デザイン
　　• ユーザ定義疑似配色の作成
　　• 日本語縦書変換
　　• グラフ、グラフィックス、バーコードの複合と合成
　• 拡張性
　　• FileMaker関数とスクリプトでの制御
　　• グラフィック関数の保存、再生とトランスポート
　　• FileMakerアプリへの関数組込
　• 多様性
　　• 3種類のデータソース (関連テーブル、外部ファイル、キー入力)
　　• 8種類の出力フォーマット (EMF、GIF、BMP、JPEG、PDF、PNG、SVG、TIFF)
　　• 2系列のグラフ設定ウインドウ (ミニ、詳細)
　　• 3種類のグラフビューア (静止、レコード同期、データ同期')
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　• グラフによるデータの比較分析
　　• 拡張グラフによるデータ分析
　　• ダッシュボート状で複数ボックスでのグラフ並列表示とボックス内で 2グラフの併置や重ね表示
　• 魅力的な成果物
　　• 柔軟なレイアウトと美しい仕上がりのレポート作成
　• その他
　　• カスタムパックコンポーネントの組み合わせによる機能の自由選択
　　• グラフィック関数と定数のライブ・リファレンス RefGrapher (別売)

ClickGrapher のグラフ作成基本仕様
　• グラフ
　24種類の基本パターンと 108種類のバリエーション (FileMakerグラフ換算)

　　 棒、棒 2D、線、線 2D、面、面 2D、円、レーダー、箱ヒゲ、バブル、バブル 2D、
　　 キャンドルスティク、キャンドルスティク 2D、ガント、ハイ・ロー、ハイ・ロー 2D、
　　 ヒストグラム、極線、散布、散布 2D、ヒートマップ、ツリーマップ、ベクトル、ベクトル 2D 
　基本設定項目
　　描画域、フィールド同期、作図域、グラフのみ配置
　固有設定項目
　　棒
　　　影、ラベル、表象、90度回転、積み重ね、両端揃え、カテゴリ間隔、系列間隔、棒の奥行、

棒の形状、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　　区分線の表示、基準線の値、色分割、系列分割
　　棒 2D
　　　影、ラベル、表象、90度回転、積み重ね、両端揃え、カテゴリ間隔、系列間隔、棒の奥行、

棒の形状、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　　区分線の表示、基準線の値、色分割
　　線
　　　影、ラベル、表象、90度回転、軸ラベル移動、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　線 2D
　　　影、ラベル、表象、欠落値の補填、 x 値を追加
　　　形状、平滑度、幅、色、色補正、配色、不透明
　　面
　　　影、ラベル、表象、90度回転、積み重ね、両端揃え、軸ラベル移動、軸の入れ替え、

格子の入れ替え
　　　縁線を付加、基準線の値、積み重ね正負分割
　　面 2D
　　　影、ラベル、表象、軸まで塗る
　　　縁線を付加、基準線の値、積み重ね正負分割
　　円
　　　影、ラベル、楕円、円の厚さ、内円半径、開始角度、弧の展開角度
　内ラベル、中央ラベル

　　　セクター分割
　　　　水平分離間隔、水平分離間隔番号、垂直分離間隔、垂直離間隔番号
　　　補助線
　　　　長さ、延長戦、垂直配置、幅、色、色補正、表示
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　　　ラベル
　　　　相対限度、水平ラベル位置調整、内ラベル位置調整
　　　負の値
　　　　データ表示、水平分離番号補正、垂直分離番号補正
　　レーダチャート
　　　影、ラベル、表象、楕円、開始角度、弧の展開角度、軸ラベル移動
　　　尺度軸番号、格子形状、矢印の追加、多角形を閉じない、内円半径、内円を覆う
　　箱ヒゲ図
　　　影、表象、90度回転、箱上限率、箱下限率、ヒゲ上限率、ヒゲ下限率、軸の入れ替え、

格子の入れ替え
　　　項目間隔、百分位グラフ、箱を塗る、平均を表示、中線を表示、外れ値のみ表示、

キャップのみ表示、キャップ長、信頼区間
　　バブルグラフ
　　　影、ラベル、表象、90度回転、軸ラベル移動、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　　最大直径、バブルタイプ、表象を使う
　　バブルグラフ 2D
　　　影、ラベル、表象
　　　最大直径、バブルタイプ、表象を使う
　　キャンドルスティック、キャンドルスティック 2D
　　　影、90度回転、項目間隔、目盛長  (最高値、最低値)、目盛配置 (最高値、最低値)、

軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　ガントチャート
　　　影、ラベル、90度回転、カテゴリ間隔、棒の奥行、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　ハイ・ローチャート
　　　影、ラベル、表象、90度回転、軸ラベル移動、種類、目盛長 (最高値、最低値、終了値、

開始値)、目盛配置 (最高値、最低値、終了値、開始値)、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　ハイ・ローチャート 2D
　　　影、ラベル、表象、90度回転、種類、目盛長 (最高値、最低値、終了値、開始値)、

目盛配置 (最高値、最低値、終了値、開始値)、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　ヒストグラム
　　　影、ラベル、90度回転、カテゴリ間隔、積み重ね、カテゴリ間隔、系列間隔、最小値、

最大値、階級数、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　　データをカウント、高い階級に移動、前後の階級を含む、度数線オプション
　　極線グラフ
　　　影、ラベル、表象、楕円、開始角度、弧の展開角度
　　　尺度軸番号、格子形状、矢印の追加、多角形を閉じない、軸の数、内円半径、内円を覆う
　　散布図
　　　影、ラベル、90度回転、軸ラベル移動、軸の入れ替え、格子の入れ替え
　　散布図 2D
　　　影、ラベル
　　ヒートマップ
　　　影、ラベル、行数、列数
　　　セル間隔、セルの丸み、セルの倍率、列順配置、色相優先、色相番号 (系列別)、

色補正 (系列別)、不透明 (系列別)、色調数 (系列別)
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　　ツリーマップ
　　　影、ラベル
　　　サブドメイン間隔、色相優先、色相番号 (系列別)、色補正 (系列別)、不透明 (系列別)、

色調数 (系列別)
　　ベクトルグラフ
　　　影、ラベル、表象、90度回転、軸ラベル移動
　　　矢じりタイプ (末尾と先頭別)、最大矢長、矢じりサイズ (末尾と先頭別 px または ％)、

アンカー位置
　　ベクトルグラフ 2D
　　　影、ラベル、表象
　　　矢じりタイプ (末尾と先頭別)、最大矢長、矢じりサイズ (先頭と末尾別 px または ％)、

アンカー位置　
　• バーコード
　8種類のバーコード生成とデータキャラクタ同期表示

　　 128、39、93、Codabar、EAN (JAN)、I25、PDF417、QR
　設定項目
　　描画域、フィールド同期、左位置、上位置、幅、高さ、色、文字表示、同期、

チェック (バーコード39)
　データキャラクタ
　　水平位置、垂直位置、フォント、サイズ、スタイル、色、水平位置、最大幅

　• グラフィックス
　18種類の基本グラフィックス

　　 直線、弧線、一筆線、平滑線、方形枠、角丸枠、楕円枠、方形域、角丸域、楕円域、弧形域、
多角域、平滑域、パス、表象、矢印、文字、画像

　設定項目
　　直線
　　　水平始点、垂直始点、水平終点、垂直終点、線幅、線色、線色補正、影、影色
　　弧線
　　　左位置、上位置、幅、高さ、開始角度、弧の展開角度、線幅、線色、線色補正、影、影色
　　一筆線
　　　スキャン方向、座標リスト、線幅、線色、線色補正、影、影色
　　平滑線
　　　スキャン方向、座標リスト、線幅、線色、線色補正、影、影色、平滑化法、平滑度
　　方形枠、楕円枠
　　　左位置、上位置、幅、高さ、枠幅、枠色、枠色補正、影、影色
　　角丸枠
　　　左位置、上位置、幅、高さ、水平曲率、垂直曲率、枠幅、枠色、枠色補正、影、影色
　　方形域、楕円域
　　　左位置、上位置、幅、高さ、塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影、影色
　　角丸域
　　　左位置、上位置、幅、高さ、水平曲率、垂直曲率、塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、

縁色補正、影、影色
　　弧形域
　　　左位置、上位置、幅、高さ、開始角度、弧の展開角度、内半径、塗り色、塗り色補正、縁幅、

縁色、縁色補正、影、影色
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　　多角域、平滑域
　　　スキャン方向、座標リスト、塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影、影色
　　パス
　　　パスデータ、塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影、影色
　　表象
　　　水平位置、垂直位置、表象の種類、表象のサイズ、線幅、表象の色、表象の色補正、

背景の色、背景の色補正、影、影色
　　矢印
　　　水平始点、垂直始点、水平終点、垂直終点、線幅、線色、線色補正、矢じり位置、矢じり長、

矢じり幅、内折れ長、中空、影、影色
　　文字
　　　水平位置、垂直位置、テキスト、縦書、フォント、サイズ、文字スタイル、色、水平配置、

垂直配置、配列方向、最大幅、最大高、省略文字位置、影、影色
　　画像
　　　左位置、上位置、幅、高さ、ソースタイプ、ソース名 (ファイルパス)、位置、画像調整、

縦横比維持、影、影色
　共通図形
　　全グラフ共通
　グラフ図形
対象グラフ固有

　グラフのクリックによる位置取得/調整
　描画順入れ替え (前面...背面の順序)

　• 拡張グラフ (系列別)
　4種類　
　　ドロップライン、移動平均、近似曲線、エラーバー
　ドロップライン
　　スタイル
　　　軸番号、幅、色、色補正
　　参照点
　　　中心点 (x、y)、表象の種類、表象のサイズ、縁幅、表象の色、表象の色補正、背景の色、

背景の色補正、影、影色
　　参照線
　　　始点 (x、y)、終点 (x、y)、幅、色、色補正
　　参照系列
　　　系列番号リスト
　移動平均
　　計算方法
　　　データポイント数、計算方法、加重因数
　　スタイル
　　　データポイント数、計算方法、形状、幅、色、色補正
　　オプション
　　　データポイント数、計算方法、配置、未知の値を推定、水平シフト (相対、絶対)、

垂直シフト (相対、絶対)
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　近似曲線
　　曲線関数
　　　種類 (pスプライン、対数関数、指数関数、冪乗関数、直線、曲線1...10)
　　スタイル
　　　種類、線幅、線色、線色補正
　　オプション
　　　種類、軸の切替、未知の値を推定、ゼロを通過、pスプライン間隔数
　エラーバー
　　基本パラメータ
　　　軸番号、誤差の方向、種類 (標準語さ、標準偏差、％、固定値、ユーザ定義)、x 誤差値 (正負)、

y 誤差値 (正負)
　　ユーザ定義誤差値
　　　x 誤差値リスト (正負別)、y 誤差値リスト (正負別)
スタイル

　　　軸番号、キャップのみ表示、キャップ長、棒の幅、棒の色、棒の色補正
　　スタイル2D
　　　形状、塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正

　• データ
　ソース
　　関連ファイル、非関連ファイル、テキスト・インポート、ファイル読込、キー入力、

コピー＆ペースト
　データの一元管理、対象グラフ間での共用
　グラフデータ
　　グラフ別、系列順入れ替え

　• 入力書式
　小数点、千桁区切、日付形式、開始曜日

　• 領域
　描画域
　　幅、高さ、解像度、フィールド同期
　表示域 (グループ別)
　　左位置、上位置、幅、高さ、

　• 共通 (グローバル) 背景
　対象
　　描画域、表示域
　塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影
　塗り色代替画像
　　描画域、領域、グラフ (平面番号別)
　　ソース、位置、画像調整、縦横費維持、影

　• 出力
　ファイルフォーマット
　　EMF、GIF、BMP、JPEG、PDF、PNG、SVG、TIFF
　ファイル名
　　描画ファイル名、グラフタイトル、グラフ名、その他 (マニュアル入力、コピー＆ペースト)
　フォルダ
　　現在のフォルド、FileMaker、デスクトップ、ドキュメント、その他 (マニュアル入力、
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コピー＆ペースト)
　JPEG オプション
　　画質
　PDF オプション
　　タイトル、作成者、サブタイトル
　SVG オプション
　　グラフ名、説明、コメント

　• バッチ出力
　関連テーブル上の複数の対象レコードのデータを使ってファイル別に一括 (連続) 出力

　• タイトル
　主題、副題、ソース、テキスト、縦書、文字スタイル、影、背景、位置、
　水平位置調整、垂直位置調整

　• 凡例
　タイトル、ソース、テキスト、縦書、文字スタイル、影、背景、位置、
　水平位置調整、垂直位置調整

　• スタイル (系列別)
　系列別スタイル設定
　　塗り色、塗り色代替画像、縁、棒端、線、表象、影、矢印、データラベル

　• 塗り色
　RGBA 指定無制限 (システム依存)、番号指定 88色、名前指定 154色、
　カラーパレット 272色、リソースパレット 42色、グラデーションパレット 44色
　　色補正、配色、不透明

　• 配色
　20種類の配色とオプションのユーザ定義配色 1種類

　• 色補正 (明暗とぼかし効果)
　明暗 3種、モノクロ 64種、カラー 64種

　• 不透明度 (RGBA のアルファ値)
　0...1 まで百分の一刻み

　• 塗り色代替画像 (描画域、領域、グラフ)
　4種類のソース
　　クリップボード、リソース、ファイル、ストリーム
　重ねサイズ (背景以外)
　　0...

　• 色相 (系列別、ヒートマップとツリーマップ)
　色相番号 (16種類)
　　1...16
　色補正、不透明、色調数 (0...100 整数)

　• 縁と線 (系列別)
　形状
　　直線、曲線、pchip、ジャンプ、ステップ
　平滑度
   　0.0...2.0 まで自由設定 (曲線と pchip)
　幅
　　0... (百分の一)、破線と点線 (線幅別の破線長、間隔)
　色、色補正、配色、不透明
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　• 棒端 (系列別)
　形状 (先端、末尾別)
　　直線、半円、右角丸、左角丸、凸尖形、凹尖形、右傾斜、左傾斜
　サイズ (先端、末尾別)
　　0...100 (絶対値または％)

　• 表象 (系列別)
　種類
　　58種類
　サイズ、線幅、意図、色補正、配色、不透明
　背景
　　色、色補正

　• 影 (系列別)
　水平ずらし、垂直ずらし、ぼかし半径、影色

　• 矢 (系列別)
　矢軸
　　線幅、線色、線色補正
　矢じり
　　位置、長さ、幅、内折れ長、中空

　• データラベル (系列別)
　ソース
　　フィールド、マニュアル、コピー＆ペースト
　テキスト
　　横書、縦書
　文字
　　フォント、文字サイズ、文字スタイル、色
　書式
　　配置、配列方向、最大幅、最大高、省略文字位置、影
　背景
　　塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影
　オプション
　　位置、水平位置調整、垂直位置調整、表示下限値、表示上限値

　• ローカル背景
　対象
　　グラフ、タイトル、凡例、表象、データラベル、大目盛ラベル、小目盛ラベル、

円中央ラベル、円内ラベル
　塗り色、塗り色補正、縁幅、縁色、縁色補正、影
　塗り色代替画像 (描画域、領域、グラフ)
　　ソース、位置、画像調整、縦横費維持、影

　• 格子
　枠 (平面別)
　　幅、色、色補正、格子位置
　大格子と小格子 (方向と配置軸別)
　　幅、色、色補正、縞色、縞色補正

　• 軸 (軸別)
　スケール
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　　種類 (直線、%、対数)、大小目盛最小値、大小目盛最大値、大小目盛間隔、低の値、正距対数、
逆尺度、整数目盛、0ラベルを隠す

　軸
　　幅、色、色補正、軸位置、軸移動 (ミラーリング可能)
　大目盛
　　長さ、幅、色、色補正、位置、軸位置、軸移動
　小目盛
　　長さ、幅、色、色補正、位置、軸位置、軸移動
　軸ラベル
　　ソース、テキスト、縦書、文字スタイル、影、背景、位置、水平位置調整、垂直位置調整
　大目盛ラベル
　　ソース、テキスト、縦書、文字スタイル、影、背景、位置、水平位置調整、垂直位置調整、

表示ラベル間隔、表示開始目盛、間引き
　小目盛ラベル
ソース、テキスト、縦書、文字スタイル、影、背景、位置、水平位置調整、垂直位置調整、
表示ラベル間隔、表示開始目盛、反復

　•グループ化 (複合グラフや結合グラフ、およびグラフィックオブジェクトの合成)
　複数のグラフ、グラフィックス、バーコードを表示域別にグループ化

　•マルチグラフ (複合グラフや結合グラフ、およびグラフィックオブジェクトの合成)
　複数のグラフ、グラフィックス、バーコードを暫定的に一括表示、出力

　•自動生成関数 (xmCHART 4 互換)
　3種類のグラフィック関数スクリプト
描画フィールド外からの設定 (標準の関数スクリプト)
計算フィールドのオプション計算式に指定 (フィールド名使用および変数使用の関数スクリプト)

　• FileMakerスクリプトとの統合
　自動生成される関数スクリプトの FileMakerスクリプトへの組込み
　自動生成される関数スクリプトへの FileMaker関数の組込み

　• 3種類のグラフビューア
　ShotView
描画位置やサイズ調整できる静的ビューア

　SceneChanges
レコード移動に連動してデータを更新しながら描画できる動的ビューア

　CoolStruttin'
ライブチャート用の動的ビューア

　• 非関連フィールドと関連フィールドの混在使用
　Sidewinder による非関連フィールドの疑似関連化

　• ダッシュボードでの比較分析
　サムネイルからの Drag&Drop または ClickToClick によるオブジェクト表示
　16オブジェクトまでの並列表示
　オブジェクト単位の配置、サイズ、スケール調整
　2オブジェクトの重ね表示による分かり易い比較

　• 洗練されたレポート作成
　自由なオブジェクトは位置
　サムネイルまたはダッシュボードからの Drag&Drop または ClickToClick によるオブジェクト表示
　外部イメージファイルの Drag&Drop 表示
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　ClickGrapher オブジェクトの配置、サイズ調整
　テキストを含む容易な自由レイアウト
　表紙、目次、ページ設定

　•その他
　日本語の縦書表示
　線グラフでの欠落値自動補填
　縦横軸と格子の自動入れ替え
　充実した QandA
　試用版でのカスタムパックの自由切替

FreeData の主な仕様
　•外部データソースのインポート
　•インポートデータの関連データ化 
　•10段階でのデータの絞り込み
　•10系列までのデータ系列同時作成
　•ライブチャートへの対応

ClickDashboard の主な仕様
　•ClickThumnails から Drag＆Drop、ClickToClick でのオブジェクト挿入
　•表示ボックス内でのオブジェクトの位置、サイズ、スケール、色抜きなどの調整
　•表示ボックスへの比較オブジェクトの追加とグラフの重ねや併置比較
　•マルチレコードによる比較分析内容の切り替え
　•レコード別 8層のオブジェクトレイヤー
　•表示ボックス別ヘッダやコメント用のテキストレイヤー

ClickReport の主な仕様
　•ClickThumnails と ClickDashboard から Drag＆Drop、ClickToClick でのオブジェクト挿入
　•外部のイメージファイルから Drag＆Drop でのオブジェクト挿入
　•1レコード = 1ページ構造
　•レコード別 23層のオブジェクトレイヤーによるレイアウト
　•レコード別 7層のテキストレイヤーによるレイアウト
　•表示ボックス内でのオブジェクトの位置とサイズの調整
　•フレームと表示ボックス番号の表示
　•表紙、目次、背表紙の追加
　•使用オブジェクト設定の保存 

バージョン：
　　6.0 r1.0.0

動作環境：
　　Mac OS X 10.7 以上、または Windows 7 以上
　　FileMaker Pro (Advanced) 13 ～ 16

無料試用版ダウンロード：
　　ClickGrapher：http://www.filemate.tokyo/products/ClickGrapher

http://www.filemate.tokyo/products/ClickGrapher/index.html
http://www.filemate.tokyo/products/ClickGrapher/index.html
http://www.filemate.tokyo/products/ClickGrapher/index.html
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ライセンスご購入：
FileMate ストア：http://www.filemate.tokyo/store
お問い合わせ：store@filemate.tokyo

製品一覧：http://www.filemate.tokyo/products/index.html
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