
Claris Connect ̶ クラウドサインで 
電子契約締結を自動化する

Claris Connect の概要
Claris Connect™ は、さまざまなアプリケーションを互いに接続させることでワークフローを自動化するクラウドベースの統合
プラットフォームです。

Claris Connect は、日々のタスクや業務プロセスを一連のフローとして自動化します。

用語
Claris Connect では次のような用語を使用します。

クラウドサインで電子契約締結を自動化する
このドキュメントは、２つのアプリケーション（クラウドサインと Chatwork ）を使って、電子契約締結を自動化するシンプルなフ
ローを作成する方法をステップバイステップ方式で説明するチュートリアルです。 

用語 説明

フロー 2つ以上のアプリケーションまたはユーティリティにより構成される一連のフロー。

プロジェクト 関連するフローをセットにしたもの。

コネクタ App またはデータソース間でワークフローと共有データを統合するソフトウェア。

アクション 対象アプリケーションに対して特定の操作を行うステップ。

トリガ フローを開始するイベントまたはアクション。

ステップ トリガ、アクション、条件分岐、停止、エラー処理などのフローに含まれる処理。

ステップデータ 直前のステップまたはプレビューデータから返された実際のデータ。
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本書の例では、顧客からの注文に応じて作成された注文書をクラウドサインに送付し電子契約締結を行います。また、クラウドサ
インより電子契約締結の依頼が顧客へ配信された旨を、 Chatwork を使って営業担当者へリアルタイムに自動通知する処理フ
ローを作成します。

始める前に
本書の例では、フローの作成を開始する前に、あらかじめクラウドサインと Chatwork の両方のアカウント登録が必要です。クラ
ウドサインのアカウントを持っていない場合は、クラウドサインサービス提供元（弁護士ドットコム株式会社）にお問い合わせくだ
さい。Chatwork のアカウントを持っていない場合は、無料アカウントを登録できます。その他、以下の作業も必要です。

• クラウドサインに該当アカウントにてログインを行い、管理者画面より「クライアントID」を取得します。
• Chatwork の「利用者名」以下のメニューにある「サービス連携」より「APIトークン」を取得します。
• Chatwork にはコンタクト先、またはグループチャットを新規に追加・登録を行います。グループチャットとは、一か所でメッ
セージ、ファイルの共有などができる場所です。
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フロー作成の手順

ステップ 1 - 新規プロジェクトを作成する

最初にプロジェクトを作成します。

関連する複数のフローはプロジェクトの中にまとめておくこと
ができます。プロジェクトは Claris Connect トップページで
管理されます。トップページでは、プロジェクトを作成し、プロジ
ェクトのオプションメニューを使用してプロジェクトの作成、名
前変更、削除が可能です。

Claris Connect トップページで [+]をクリックし、次に
Create New をクリックします。プロジェクト名を入力して
Create をクリックします。本書の例では、「Cloudsign 
Sample Project」を使用します。日本語プロジェクト名は指
定できませんのでご注意ください。

ステップ 2 - 新規フローを作成する

新規プロジェクトにフローを追加します。

フローは2つ以上のコンポーネントで構成される一連の自動化
する業務処理です。コンポーネントは、 Claris Connect ユー
ティリティ、またはサードパーティアプリケーション（「App」）に
対応するコネクタです。

Create New Flow をクリックして、プロジェクトの新規フロ
ーの作成を開始します。新規フロー名を入力して Save をク
リックし保存します。本書の例では、「Cloudsign Sample 
Flow」 を使用します。
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ステップ 3 -トリガとして使用する App またはユーティリティを選択する

フローを開始させる App またはユーティリティを選択します。
すべてのフローはトリガにより開始されます。App とユーティ
リティには、トリガとしての機能が提供されているものとされて
いないものがあります。トリガとしての機能が提供されていな
い場合は、アクションとしてのみ使用されます。

トリガは、フローを開始するイベントです。トリガには以下の2
つの要素がります。
• フローを開始するコンポーネント（ユーティリティまたは
App）
• そのコンポーネント内のイベントが、フロー開始の直接的な
きっかけとなるもの
作成されたフローがトリガとして設定されたイベントを検出す
るとフローが実行されます。

クラウドサイン App にはトリガとしての機能が提供されてい
ませんので、[Utility]セクション内の Webhooks を選択し
ます。

ステップ 4 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガは特定のイベントを検出します。トリガが検出することが
できるイベントはトリガによって違います。

この例では、指定された URL に対してリクエストが行われた
ことを検出したときにフローが実行されるようにします。

Webhooks で、incoming HTTP Requests を選択して
Continue をクリックします。

ステップ 5 - リクエストを受け付ける URL の作成を行う

リクエストを受け付ける Webhook URL の新規作成を行い
ます。すでに登録されている Webhook URL がある場合は、
その URL を選択してください。

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、Webhook 名を入力します。この例では、
「CloudsignSampleFlow」を使用しています。名称の指定
が完了すると、リクエストを受け付ける Webhook URLが自
動作成されます。
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ステップ 6 - Webhook URL の検証を行う

自動作成された URL が有効かどうかの検証を行います。こ
の検証が完了するまで、トリガの保存は出来ません。検証が正
しく行われると、 Save Trigger ボタンが有効化され、トリ
ガーの保存が可能となります。

自動作成された Webhook URLをクリックし、リクエスト受
付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。

ステップ 7 - フローにアクションを追加する

このステップでは、トリガが検出されたときに実行するユーティ
リティまたは App を構成します。これは「アクションの設定」と
も呼ばれています。

アクションには4つの構成ステップがあります。上記で作成さ
れた Webhook URL にリクエストがされたとき（トリガが検
出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 8 - アクションを実行する App を選択する

フロー内でアクションのステップに使用する App またはユー
ティリティを選択します。

CloudSign を選択します。 
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ステップ 9 - 選択した App またはユーティリティで実行するアクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

クラウドサインにて電子契約締結を行う場合、まずは書類の新
規作成を行う必要があります。

書類の作成 を選択し、Continue をクリックします。

ステップ 10 - クラウドサインに接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらを認証する必要があります。

つまりこの例では、クラウドサイン アカウントにログインして、
クラウドサインとやり取りするために Claris Connect から
の接続情報を提供する必要があります。

Sign into CloudSign をクリックします。

ステップ 11 - クラウドサインへアクセスを行うための認証情報を入力する

事前に取得しておいたクラウドサインの「クライアントID」を入
力します。また、クラウドサインでは実行環境として「プロダクシ
ョン環境」と「サンドボックス環境」が提供されているため、どち
らの環境で実行させるのかを指定します。この例では、プロダ
クション環境を選択します。（環境についてはクラウドサインと
の契約を確認してください）

認証情報を入力し、Sign In をクリックします。
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ステップ 12 - クラウドサインアカウントが選択されていることを確認する

クラウドサインの認証情報が確認されると、クラウドサインに
正常に接続されたことを示すメッセージ “Success” が画面
上に表示されます。

CloudSign account を選択し、 Continue をクリックし
ます。

ステップ 13 - 作成する書類の情報を入力・設定する

設定する項目は、各アクションによって異なります。各項目名の
右横に表示されている「*」は、入力が必要な項目である事を
表しています。
各項目は、固定値や、既に実行された別のステップから返され
たステップデータを指定し、動的に値を設定する事も可能で
す。

書類を作成するには、以下の 2 つの方法があります。
• 新規に作成
• 登録済テンプレートを流用して作成

この例では、「新規に作成」する方法を使用しています。また、
書類のタイトルは、「サンプル注文書」としています。

書類のタイトル を指定し、 Save をクリックします。

ステップ 14 - レビューとテスト

Claris Connect を使用して、フロー内の個々のステップをテ
ストする事ができます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテストする事ができま
す。実行後、返されたステップデータは、この後のステップのパ
ラメータの値として必要に応じて設定出来ます。

Review and Test をクリックします。クラウドサインに作成
された書類ID がステップデータとして表示されます。正常に
書類の作成が行われた事を確認します。
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ステップ 15 - 注文書の添付を行う

他システムで作成された PDF ファイルをステップ 13 にて作
成した書類に添付します。

現在 Claris Connect ではローカルに保存されているファイ
ルのアップロードをサポートしていないため、別の方法で実現
します。

本書では、 FileMaker の カスタム App で作成された注文書
の添付を行う事を例としていますので、カスタム App のスクリ
プトを実行するためのアクションの追加を行います。
本書の例では、使用する FileMaker カスタム App は、
Claris FileMaker Cloud 上で共有されています。

ステップ 7 を参照しアクションの追加を行い、アクションを実
行する App を選択します。

Claris FileMaker Cloud を選択します。

ステップ  16 - アクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

この例では、 FileMaker スクリプトを実行することで、
FileMaker カスタム App に保存されている PDF ファイルを
添付します。

Execute script を選択し、Continue をクリックします。

ステップ  17 - Claris FileMaker Cloud に接続する

ステップ 10 と同様に、 Claris Connect では、選択された
App またはユーティリティとやり取りを行う前にそれらを認証
する必要があります。

つまり Claris Connect に対し、 Claris FileMaker Cloud 
にログインしてカスタム App に対してアクションを実行するた
めの接続権限を提供する必要があります。

Sign into Claris FileMaker Cloud をクリックします。 
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ステップ 18 - Claris FileMaker Cloud へアクセスを行うための認証情報を入力する

Claris FileMaker Cloud の認証情報入力ウィザードが開始
されます。
契約している Organization （組織）を選択します。次に、そ
の組織に対応する Instance （インスタンス）が表示されます
ので、該当インスタンス名を選択します。最後に Database 
（データベース）が表示されますので、該当するデータベース
(カスタム App )を選択します。

この例では、「CC_UploadSample.fmp12」を使用します。

認証情報を入力し、 Sign In をクリックします。

ステップ 19 - Claris FileMaker Cloud アカウントが選択されていることを確認する

Claris FileMaker Cloud の認証情報が確認されると、
Claris Connect は、Claris FileMaker Cloud に正常に接
続されたことを示すメッセージ、 “Success” を画面上に表
示します。

FileMaker Cloud account を選択し、 Continue をク
リックします。

ステップ 20 - FileMaker スクリプトの情報を入力・設定する

実行する FileMaker スクリプトの情報を入力します。

この例では、
• レイアウト：CC_UploadSample
• スクリプト：AddAttachedFile
を使用します。
スクリプトパラメータには、ステップ 14 で取得されたステップ
データより書類IDを設定します。スクリプトパラメータ横のア
イコンをクリックし、 id を選択します。

本書で使用している FileMaker カスタム App は、以下のサ
イトよりダウンロード出来ますので、参照してください。
https://community.claris.com/ja/s/article/クラウドサ
インで-電子契約締結を自動化する-サンプルファイル

必要な情報を設定し、Save をクリックします。その後ステップ 
14 を参照し、レビューとテストを行います。
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ステップ 20a - 実行結果の確認

実行した結果、書類がどのような状態になっているか、クラウド
サインのダッシュボードより確認できます。ステップ 13 で作成
した書類のタイトルが下書き一覧に表示されています。該当書
類を選択し、添付したファイルが表示される事を確認します。

ステップ 21 - 宛先の追加を行う

合意締結の依頼を行う宛先の追加を行います。
宛先を複数設定する事で、三者間契約（三社間契約）が可能で
す。また、宛先に取引先の担当者だけでなく、自社の上長や取
引先の上長など複数名を追加し、合意締結のワークフローを
クラウドサイン上で完結させることもできます。

複数の宛先を設定する場合には、宛先ごとにこのステップを追
加する必要があります。

ステップ 7 を参照しアクションの追加を行い、アクションを実
行する App を選択します。

CloudSign を選択し、表示されたアクションの中より 宛先
の追加 を選択し、Continue をクリックします。

ステップ 22 - クラウドサインアカウントを選択する

すでに認証情報が設定されている場合は、その認証情報を選
択します。

CloudSign account を選択し、Continue をクリックし
ます。
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ステップ 23 - 追加を行う宛先の情報を入力・設定する

ステップ 20 と同様にパラメータ情報を入力します。

書類ID にはステップ 14 で取得されたステップデータより、書
類ID を設定します。

必要な情報を設定し、Save をクリックします。その後ステップ 
14 を参照し、レビューとテストを行います。

ステップ 24 - 入力項目の追加を行う

合意締結時に入力が必要なフィールドを作成します。
複数の入力項目を設定する場合は、その入力項目毎にこのス
テップを追加する必要があります

この例では、押印を行うフィールドの追加を行います。

ステップ 7 を参照しアクションの追加を行い、アクションを実
行する App を選択します。

CloudSign を選択し、表示されたアクションの中より 入力
項目の追加 を選択し、 Continue をクリックします。
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ステップ 25 - 追加を行う入力項目の情報を入力・設定する

ステップ 20 と同様にパラメータ情報を入力します。
入力項目は、「フリーテキスト」「押印」「チェックボックス」より
選択できます。

書類ID にはステップ 14 で取得されたステップデータより、書
類ID を設定します。またファイルID には、ステップ 23 で取得
されたステップデータよりファイルID を指定します。同様に宛
先の ID には、ステップ 23 のステップデータより、追加した宛
先の ID を設定します。

この例では、添付した PDF ファイルの 2 ページ目に押印を追
加します。X 座標と Y 座標の位置は 1/72 インチで計算し、指
定します。詳細はクラウドサインのドキュメントを参照してくだ
さい。

必要な情報を設定し、 Save をクリックします。その後ステッ
プ 14を参照し、レビューとテストを行います。

ステップ 26 - 書類の送信／リマインドを行う

合意締結を指定した宛先に送信します。

ステップ 7 を参照しアクションの追加を行い、アクションを実
行する App を選択します。

CloudSign を選択し、表示されたアクションの中より 書類
の送信／リマインド を選択し、 Continue をクリックします。
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ステップ 27 - 送信を行う書類ID を入力・設定する

ステップ 20 と同様にパラメータ情報を入力します。

書類ID にはステップ 14 で取得したステップデータより、書類
ID を設定します。

必要な情報を設定し、 Save をクリックします。その後ステッ
プ 14 を参照し、レビューとテストを行います。

ステップ 27a - 実行結果の確認

実行した結果、書類がどのような状態になっているか、クラウド
サインのダッシュボードより確認できます。ステップ 13 で作成
した書類のタイトルが、先方確認中一覧に表示されます。該当
書類を選択し、状況などを確認することができます。

ステップ 28 - Chatwork に接続する

書類の送信が完了したメッセージを Chatwork で送信しま
す。

ステップ 7 を参照しアクションの追加を行い、アクションを実
行する App を選択します。

Chatwork を選択します。
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ステップ 29 - Chatwork にメッセージの追加を行う

表示されるリストからアクションを選択します。

新しいメッセージを追加 を選択します。

ステップ  30 - Chatwork アカウントに接続する

ステップ 10 と同様に、 Claris Connect と Chatwork がや
り取りを行う前に認証を行う必要があります。

Chatwork のアカウント でログインを行い、 Claris 
Connect からの接続を認証します。

Sign into Chatwork をクリックします。

ステップ  31 - Chatwork アカウントに接続する

事前に取得しておいた「API トークン」の入力をおこないます。

Sign in をクリックします。
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次のステップ
これで Claris Connect で「クラウドサインで電子契約締結を自動化するフロー」が作成できました。次は、条件分岐、エラー処
理等の他のタイプのアクションステップを追加してみましょう。

ステップ  32 - Chatwork アカウントの構成を確認する

アカウントの構成が確認されると、 Claris Connect が
Chatwork に正常に接続されたことを示す ”Success” メッ
セージが表示されます。

Chatwork account を選択して、 Continue をクリック
します。

ステップ  33 - Chatwork アクションを設定する

ステップ 20 と同様にパラメータ情報を入力します。

メッセージ送信を行うグループチャットID、送信するメッセージ
を指定します。メッセージ本文の記入方法については、
Chatwork API ドキュメントを参照してください。

必要な情報を設定し、 Save をクリックします。その後ステッ
プ 14 を参照し、レビューとテストを行います。

ステップ  34 - フローを有効にする

完成したフローは、右のスクリーンのようになります。

フローはデフォルトでは無効になっています。フローを有効に
すると、トリガイベントが発生するたびにフローが実行されま
す。トラブルシューティング中にフローを実行したくない場合な
どは、フローを無効にする事を検討してください。

有効化/無効化のスライダを使用してフローを有効にし、一連
の流れを確認します。
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Appendix
トリガを発生させるために、 Postman （https://www.postman.com/） 等のツールを利用して検証を行うと効率的です。

ステップ 1 - 新規タブの追加

Postman を起動し、タブの追加を行います。

「＋」をクリックします。

ステップ 2 - トリガの URL を設定する

URL 、メソッドとヘッダーの設定を行います。

• URL：トリガとして作成された URL をコピー
• メソッド：POST
• ヘッダー
• Content-type：application/json

ステップ 3 - トリガに受け渡すパラメータの設定を行う

トリガに受け渡すパラメータの設定を行います。必要な情報を設
定してください。右のスクリーンは一例です。

設定完了後 Send をクリックすると、指定された URL にリクエス
トが送信され、該当する Claris Connect のフローが実行されま
す。
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