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はじめに
本書を開かれている皆様は、 何らかの理由または目的のために Claris™ FileMaker® プラットフォームの利用
を検討されている、 もしくは既に利用されていることと思います。 この運用管理編では作成したカスタム App 
をチームで共有し安全に運用するための知識と方法、 さらには Web サービスとの連携、 アドオンなどの高度
な技術など学習します。

トレーニングを始める前に皆様は FileMaker プラットフォームに対してどのような印象をお持ちでしょうか？
一般に他のベンダーが提供するリレーショナルデータベースシステムと比較しても、 FileMaker プラットフォー
ムは導入が容易で管理者に求められる IT の知識もそれほど高くないと考えられています。 ただしそれは 
FileMaker プラットフォーム単独で完結する小規模～中規模のカスタム App をオンプレミスで運用した場合に
限りいえることではないでしょうか？現実には FileMaker プラットフォームを単独で導入できるケースもあれば、
以下のような IT の知識、スキルを活用して FileMaker プラットフォームをより高度に利用するケースもあります。

 • ODBC や ESS Adapter を使った他システムとの連携
 • OAuth や Active Directory を使ったより高度なセキュリティ要件の獲得
 • FileMaker Data API や WebDirect など Web テクノロジーの利用

本書はそれらの高度な要求に対応できるスキルを実習 （Claris が提供する公式ヘルプ、 ナレッジベースを
元にした手順、 ノウハウの紹介） と演習 （本トレーニング独自の開発教材） を通して体得します。 紹介する 
Tips の多くは実際の現場で役立つものばかりです。 それらを通して FileMaker プラットフォームばかりではな
く、 それらを取り巻く IT の基盤についても学習していきましょう。

なお、 演習ファイルは以下の URL からダウンロードできます。 デスクトップなど、 開きやすい場所に保存して
おくと便利です。

https://content.claris.com/cfg19_dl-ja
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3 章
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5 章

6 章

付録

第 1 章 FileMaker Server の導入

目標
 • FileMaker Server をインストールできる
 • セキュリティが強化された Windows ファイアウォールを設定できる
 • FileMaker Server Admin Console を使用して FileMaker Server を管理できる

1.1 FileMaker Server とは
Claris FileMaker Server™ とは、 カスタム App を共有するための専用ソフトウェアです。 開発したカスタム 

App をチームで共有するには専用のサーバーマシン、 または専用のインスタンス （仮想コンピューティング環境）
を準備し FileMaker Server をインストールする必要があります。 ファイル共有やウェブ公開といった別サービスを
提供しているサーバー環境に FileMaker Server を追加インストールしてサービスを併用することは避け、 稼働時
の安定性を高めるために専用のサーバー環境を準備して FileMaker Server をインストールしてください。 複数の
サービスを提供しているサーバー環境ではサービス間で機能の干渉が発生する恐れや、 万が一障害が発生した場
合に併用するサービスも同時にストップする恐れがあるからです。 FileMaker Server をインストールするサーバー
環境は障害発生時の復旧方法も考慮して慎重に検討する必要があります。

1.2 インストールを始める前に
サーバー環境の方針を決めた後は、 実際に FileMaker Server をインストールするサーバーの仕様を決定します。

運用するカスタム App や利用人数にもよりますが最低限、 Claris が公開しているシステム条件とハードウェアの必
要条件の両方を満たす必要があります。

（引用） Claris FileMaker 19.4 動作環境
https://support.claris.com/s/answerview?anum=000035714&language=ja

システム条件
Mac

 • macOS Monterey 12
 • macOS Big Sur 11
 • macOS Catalina 10.15

Windows
 • Windows Server 2019 Standard Edition (デスクトップエクスペリエンスをインストール済み)
 • Windows Server 2019 Datacenter Edition (デスクトップエクスペリエンスをインストール済み)*
 • Windows Server 2016 Standard Edition (デスクトップエクスペリエンスをインストール済み)
 • Windows Server 2016 Datacenter Edition (デスクトップエクスペリエンスをインストール済み)*  

*Windows Server Datacenter は FileMaker Server 19 と互換性がありますが、 完全には検証されていません。
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Ubuntu Linux
FileMaker Server 19.3.1 minimum:

 • Ubuntu 18.04 LTS ( Long Term Support) Server
 • Ubuntu 18.04 LTS ( Long Term Support) Desktop*

* Ubuntu Desktop は FileMaker Server 19.3 と互換性がありますが、 完全には検証されていません。
ふりがなフィールドの使用、 Furigana 関数の使用には、 別途 Kakasi のようなサードパーティのソフトウェアが必要です。

必須条件
CPU ： デュアルコア｜RAM ： 8 GB 以上｜ハードドライブ ： 500 GB 以上、 ファイルサイズに依存、 ドライブの空き容量 
20% 以上。 ソリッドステートドライブ (SSD) の使用を推奨します。

より安全な FileMaker Server 運用のためにオンプレミスではハードドライブの RAID 化、さらにバックアップファ
イルをサーバーとは別の機材 （オフサイト） に退避させることも検討してください。 ハードドライブを RAID 化する
場合は RAID 1 （二重化）、 または RAID 5 （ブロック単位でのパリティ分散記録） を採用します。 ハードドライブ
のいずれかに物理的な障害が発生した場合でもデータを復旧できる可能性が高くなります。 ローカルハードディス
クに作成したバックアップファイルは、 外付けハードディスクかNAS(Network Attached Storage) に退避します。
サーバーのハードドライブが完全に読み取れなくなる災害が発生してもオフサイトに保存されたバックアップファイル
からカスタム App を復旧できます。 また 「FileMaker WebDirect、 OAuth / Active Directory 認証、 または 
FileMaker Data API」 を利用する場合、 FileMaker Server を展開するネットワーク構成も事前に検討してくださ
い。 FileMaker Server で利用できる機能の一部はインターネットとの通信が必要であったり、 IP アドレスではなく 
FQDN （Fully Qualified Domain Name） による名前解決が必要です。

EC2上の FileMaker Server オンプレミスでの FileMaker ServerFileMaker Cloud

基幹システム認証プロバイダー

Relational Database

Amazon Google Microsoft カスタム

Directory サービス

FileMaker GoFileMaker Pro FileMaker WebDirect Data API / Admin API

</>
API

FileMaker GoFileMaker Pro FileMaker WebDirectOAuth 2.0 認証

Claris ID、外部 IdP 認証

他システムとの連携

バリエーションに富んだ接続VPNなどによるアクセス

図 1-1 ネットワーク構成例
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1.2.1 ［実習］ FileMaker Server のインストール
サーバー環境 ・ サーバースペック ・ バックアップ構成 ・ ネットワーク構成の検討を終えて FileMaker Server をイ

ンストールする準備ができました。 本実習では最も基本的なサーバー環境としてオンプレミスにある 1 台のサーバー
に FileMaker Server をインストールします。 また各手順は Windows 版 FileMaker Server のスクリーンキャプ
チャを使用して説明しますが macOS 版 FileMaker Server のインストール手順も基本的には同じです。 手順にし
たがって FileMaker Server をインストールします。

（引用） Claris FileMaker Server 19 インストールおよび構成ガイド
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/

（1） FileMaker 19 プラットフォーム では、 FileMaker Server をインストールする際に、 ライセンス証明書の
インポートが必須となります。

ライセンス証明書は、 お客様のライセンス情報詳細を暗号化したファイルです。

FileMaker Server をインストールする前に、 オンラインソフトウェアダウンロードページで、 ライセンス証
明書をダウンロードして、 既定の 「ダウンロード」 フォルダに保存してください。

図 1-2 FileMaker Server のインストール

※FileMaker Server インストーラは、 ライセンス証明書 を以下のフォルダから参照します。

 • 既定の 「ダウンロード」 フォルダ
 • FileMaker Server インストーラと同じフォルダ
 • FileMaker Server のインストールフォルダ配下の CStore / LicenseFile フォルダ
 •  Assisted Install.txt ファイルの License Certificate Path パラメーターで指定した場所

インストーラがライセンス証明書を参照できないと、 FileMaker Server は評価版としてインストールされ
ます。
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（2） インストーラのアイコンをダブルクリックします。 ユーザアカウント制御のダイアログが表示された場合は 
[はい] をクリックします。

図 1-3 FileMaker Server のインストール

（3） 言語に [日本語] を選択して [OK] をクリックします。

図 1-4 FileMaker Server のインストール

（4） 「FileMaker Server 19 セットアップ」 が開始されます、 [次へ] をクリックします。

図 1-5 FileMaker Server のインストール
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（5） 使用許諾契約を確認します。 内容に同意できれば [使用許諾契約の条項に同意します] を選択して [次へ] 
をクリックします。

図 1-6 FileMaker Server のインストール

（6） 保存先のフォルダを選択して、 [次へ] をクリックします。

図 1-7  FileMaker Server のインストール

（7） 展開オプションに、 [FileMaker Server プライマリマシン] を選択して [次へ] をクリックします。

図 1-8  FileMaker Server のインストール
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（8） FileMaker Server ユーザアカウント （FileMaker Server を実行するアカウント） 用に、 次のオプショ
ンから 1 つを選択します。 デフォルトのアカウントを使用するには、 [ローカルシステム] を選択して [次へ] 
をクリックします。

図 1-9 FileMaker Server のインストール

（9） 所属、 およびライセンスキー情報を入力します。 所属欄には、 購入時のソフトウェアダウンロードページ
に記載されている所属 (組織名) を入力してください。

図 1-10 FileMaker Server のインストール



第 1 章　FileMaker Server の導入
　インストールを始める前に　

7

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

（10） FileMaker Server の Admin Console アカウントを設定します。 ユーザ名、 パスワード、 パスワード確
認、 PIN、 PIN 確認を入力します。

図 1-11 FileMaker Server のインストール

（11） [インストール] をクリックします。 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package （x64）、
Microsoft Application Request Routing （ARR） extension for IIS がインストールされていない場合、
FileMaker Server インストーラによって自動的にインストールされます。

図 1-12 FileMaker Server のインストール
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（12） Bonjour for Windows がインストールされていない場合、 FileMaker Server によるインストールの許
可を求められます。 画面に表示される手順に従います。

図 1-13 Bonjour のインストール
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（13） 引き続き FileMaker Sever の展開アシスタントを開始するには、 インストーラの最後のステップで 
[FileMaker Server Admin Console を起動] を選択してから [完了] をクリックします。

一旦インストールを完了させた後、 改めて FileMaker Server を展開する時は [スタート] ボタンをクリッ
クして [すべてのプログラム] - [FileMaker Server] - [Claris FileMaker Server Admin Console] を
選択します。

図 1-14 FileMaker Server のインストール

PIN
PIN （Personal Identification Number） は、 システムやシステムからユーザを特定するための、 数字またはアルファベッ

トを組み合わせた、 パスワード、 またはコードです。 FileMaker Server では、 Admin Console へアクセス可能な管理者のパ
スワードを、 コマンドラインからリセットする際に認証コードとして利用されます。

（引用） PIN 
https://ja.wikipedia.org/wiki/PIN

FileMaker Server では、 PIN の桁数は 4 桁ですが、 国際標準化機構が定める ISO 9564-1 によると、 PIN の長さは 4 
桁 ～ 12 桁でなければならないと既定しています。 PIN の桁数は長ければ長いほど安全ですが、 覚えるのが難しくなるので 4 
桁がちょうどよいのかもしれません。
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1.3 サーバーのファイアウォール
コンピュータ同士が情報をやりとりするにはネットワークを介した通信が不可欠です。 FileMaker プラットフォー

ムも同様に FileMaker Server とクライアントアプリケーションとの間ではネットワークを介した通信が行われます。
一般にサーバー OS では悪意を持ったアプリケーションが勝手に通信を行わないように、 ファイアウォールと呼ばれ
るセキュリティ機能で通信が制御されています。  もちろん、 FileMaker プラットフォームは悪意をもったアプリケー
ションではありませんが、デフォルトでは通信が許可されていません。 明示的に通信に利用するポートを指定してファ
イアウォールを設定する必要があります。

1.3.1 ［実習］ セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定
手順に従ってセキュリティが強化されたWindows Defender ファイアウォールを設定してみましょう。

（1） [サーバーマネージャー] - [ツール] - [セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォール] 
を開きます。

（2） 左サイドバーから [受信の規則] を選択します。

（3） 右側の［ 操作］ から [新しい規則...] を選択します。

図 1-15 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定
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（4） 規則の種類として [ポート] を選択して、 次へ進みます。

図 1-16 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定

（5） プロトコルおよびポートで、 [TCP] と [特定のローカルポート] を選択し、 「80, 443, 5003」 を入力して
次へ進みます。

図 1-17 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定
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（6） [接続を許可する] を選択して次へ進みます。

図 1-18 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定

（7） 規則が適用されるプロファイルとして、 [プライベート] 、 [ドメイン] および [パブリック] を選択して次へ進
みます。

図 1-19 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定
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（8） 規則に名前を付けて [完了] をクリックします。

図 1-20 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを設定

閉鎖環境でのインストール
セキュリティ要件の高い一部の病院や企業では、 職員や社員を悪意のあるウェブサイトから守るためにインターネットへのア

クセスを規制している場合があります。 そのような環境下でバージョン 15 までの Windows 版 FileMaker Server をインス
トールするには、 事前に Microsoft Application Request Routing （ARR） を手動でインストールしておく必要がありました。
バージョン 16 以降からは ARR は FileMaker Server インストーラーに付属しているため、 閉鎖環境でも特に意識することなく 
FileMaker Server をインストールできるようになりました。

メジャーアップグレードでは機能や性能の向上にばかり目がいきますが、 このように気づきにくい箇所もしっかりと改善されて
いることが、 FileMaker プラットフォームの人気を支える要因のひとつかもしれません。
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1.4 FileMaker Server Admin Console について
FileMaker Server の 管 理 に は FileMaker Server Admin Console を 使 用 し ま す。 FileMaker Server 

Admin Console とは Web ブラウザを使った GUI （Graphic User Interface） の管理アプリケーションです。
FileMaker Server Admin Console はサーバー上の Web ブラウザを起動して FileMaker Server を直接管理
することも、 リモートクライアントから Web ブラウザ を使用して遠隔管理することも可能です。 リモートクライアン
トから遠隔管理する場合、 通信は HTTPS （保護された接続） を使用して行われます。

1.4.1 ［実習］ FileMaker Server Admin Console へアクセス
直接管理と遠隔管理の主な違いはプロトコルとポートだけです、 手順に従って FileMaker Server Admin 

Console にアクセスしてみましょう。

（引用） FileMaker Server の FileMaker Server Admin Console にアクセスする方法
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000025073

（1） FileMaker Server Admin Console へアクセスするには、 次のいずれかの操作を行います。

FileMaker Server Admin Console への接続元 必要な操作
FileMaker Server を実行しているサーバー上の Web ブ
ラウザからの直接管理

Web ブラウザを開いて、 次の URL を入力します。
http://localhost:16001

FileMaker Server を実行しているサーバーへアクセス可
能なリモートクライアントからの遠隔管理

Web ブラウザを開いて、 次の URL を入力します。
https://[ホスト]/admin-console
[ホスト] には、 FileMaker Server の展開における外部マ
スタマシンの IP アドレス、 または完全修飾ドメイン名を指
定します。
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1.4.2 ［実習］ FileMaker Server の設定
手順に従って FileMaker Server を設定します。 実習 1.2.1 最後のステップで [FileMaker Server Admin 

Console を起動] を選択してから [完了] をクリックした場合は、 Web ブラウザが起動して FileMaker Server 
Admin Console の画面が表示されます。 デフォルトでは Internet Explorer の 「信頼済みサイト」 にリストさ
れていないサイトにアクセスした場合に Internet Explorer の警告が表示されます。 なお FileMaker Server 
Admin Console は Internet Explorer での動作はサポートされていません。

図 1.4.2-01 Internet Explorer の警告

（1） 実習 1.2.1 FileMaker Server のインストールで登録した、 ユーザ名とパスワードを入力し、 [サインイン] 
をクリックします。

図 1-2 FileMaker Server の設定
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（2） FileMaker Server Admin Console アカウントのパスワードを忘れた場合は、 fmsadmin resetpw コ
マンドと PIN を使用してパスワードをリセットできます。

※  CLI ( Command Line Interface ) を使った FileMaker Server Admin Console アカウントのパス
ワードのリセットは [実習 1.4.4 FileMaker Server Admin Console のパスワードをリセット] で行い
ます。

図 1-3 FileMaker Server の設定

（3） FileMaker Server Admin Console へのサインインに成功すると FileMaker Server とクライアント間
の通信を SSL テクノロジーで暗号化する為に、 SSL 証明書をインポートできます。

可能な場合は、[証明機関から受信した SSL 証明書をインポートする] を選択して、SSL 証明書をインポー
トしてください。

図 1-4 FileMaker Server の設定
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（4） [Clarisデフォルト証明書を使用] を選択した場合、 FileMaker Server とクライアントとの通信が傍受され
る可能性があります。
[リスクを受け入れる] をクリックして FileMaker Server Admin Console の設定自体は続けることが
できますが、 より安全に FileMaker Server を運用する為に、 サポートされている証明機関が発行する 
SSL 証明書の導入を検討してください。
※ SSL 証明書は FileMaker Server Admin Console にサインインして、 後からインポートすることも
できます。

図 1-5 FileMaker Server の設定

（5） セキュリティ設定が完了すると、 FileMaker Server Admin Console [ダッシュボード] が表示されます。
FileMaker Server Admin Console は CPU やメモリの利用率、 ネットワークスループットといった、 シ
ステムの概要が一目でわかる [ダッシュボード] と6つの管理ページから構成されています。

図 1-6 FileMaker Server の設定



第 1 章　FileMaker Server の導入
　FileMaker Server Admin Console について　

18

なお、 FileMaker Server Admin Console のウインドウの上部右端に日付や通知マーク （鐘マーク） が
表示されていない場合は、 ウインドウの横幅を広げると表示されるようになります。

（6） [データべース] ページでは、 アップロード済みのカスタム App を表示、 ソート、 および検索ができます。

また、データベースの一覧の右にある下方向矢印をクリックすると、データベースを開く、閉じる、ダウンロー
ド、 取り除く、 検証、 暗号化パスワード消去を行えます。

図 1-7 FileMaker Server の設定
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（7） [バックアップ] ページでは、 バックアップされたカスタム App が含まれるフォルダ名、 時刻、 ラベル、 お
よびバックアップが保存済みかどうかが表示されます。

バックアップの設定、 およびバックアップからのカスタム App の復旧は第 3 章で学習します。

図 1-8 FileMaker Server の設定

（8） [構成] ページでは、 データベースサーバーの起動や停止、 FileMaker Server に設定された項目の確認
と変更ができます。

後から SSL 証明書をインポートするには [SSL 証明書] ページを選択して、 カスタム証明書をインポート
します。 カスタム証明書を使ったデータベースの保護は、 付録 [SSL 証明書] をご確認ください。

図 1-9 FileMaker Server の設定
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（9） [コネクタ] ページでは、 FileMaker WebDirect、 FileMaker Data APIのステータスの確認および設定、
ODBC/JDBC、 またはプラグインの有効化および無効化の制御をできます。

ODBCや、 Webサービスを使った他システムとの連携は、 第 4 ～ 5 章にかけて学習します。

図 1-10 FileMaker Server の設定

（10） [管理] ページでは、 FileMaker ライセンスの確認および設定、 FileMaker Server Admin Console へ
サインインする為のアカウントの管理、 OAuth や ディレクトリサービスを利用したセキュリティの構成を設
定します。

Active Directory を使った外部認証については、 第 5 章で学習します。

図 1-11 FileMaker Server の設定
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（11） FileMaker Server では、 データベースへのアクセス ・ データベースサーバーの実行中に発生するイベン
トをタイムスタンプとともにログに記録されます。

[ログ]  - [ログビューア] タブでは 「Access.log」 「Event.log」 を指定してログファイルに記録された内
容を、 FileMaker Admin Console 上で確認することができます。

また、 [ログ]  - [ログ設定] タブでは、 FileMaker Server のログオプションとログビューアに表示するログ
の量 （ブロックサイズ） を指定できます。

図 1.4.2-12 FileMaker Server の設定
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1.4.3 ［実習］ ホストにファイルをアップロード
手順に従って FileMaker Server にカスタム App ファイルをアップロードしてみましょう。

（1） FileMaker Pro で、 [ファイル] - [共有設定] - [ホストにアップロード ...] を選択し、 [ホストにアップロード] 
ダイアログを表示します。 左上の [ホスト] ポップアップメニューから [お気に入りのホスト] または [ロー
カルホスト] を選択します。 表示されたホストの中から、 カスタム App をアップロードしたい FileMaker 
Server を選びます。 目的の FileMaker Server が表示されない場合は、 [＋] ボタンをクリックして[お
気に入りのホストを追加] ポップアップダイアログを表示して [ホストアドレス] に IP アドレスかドメイン名を
直接入力します。

図 1-13 ホストにファイルをアップロード

（2） 手順 （1） で、 暗号化された接続に対応していないホストや SSL 証明書が検証できないホストに接続しよ
うとする場合、 接続前に通知されることがあります。 このメッセージが表示された場合、 次のいずれかの
操作を行います。

ホストに常に接続するには、 [常にこのホストへの接続を許可] を選択してから、 [接続] をクリックします。
ホストは [環境設定] ダイアログボックスの [許可されたホスト一覧] に追加されます。

ホストを [許可されたホスト一覧] に追加せずに接続するには、 [接続] をクリックします。

図 1-14 ホストにファイルをアップロード
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（3） [ホストにアップロード] ダイアログの [名前] と [パスワード] に、 FileMaker Server Admin Console ア
カウントのユーザ名とパスワードを入力し、 [次へ] をクリックします。

図 1-15 ホストにファイルをアップロード

（4） アップロード先のフォルダとアップロードするカスタム App を指定します。  サーバーアドレスとアップロード
先フォルダがダイアログボックスの上部に表示されます。 必要な場合、 [変更 ...] ボタンをクリックしてフォ
ルダを変更、 または新しいフォルダを作成できます。

図 1-16 ホストにファイルをアップロード
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（5） 画面下部の [参照 ...] ボタンをクリックしてアップロードするファイルを選びます。 最新の FileMaker 
Server ではデフォルトで、 完全アクセス権を持つアカウントが、 パスワードで保護されたカスタム App の
みアップロードできます。 FileMaker Server にアップロード中に、 図 1-17 （左側） のようなアラートが表
示される場合、 カスタム App の [セキュリティ] を見直し、 完全アクセス権を持つアカウントを、 パスワー
ドで保護してください。

クライアントがサーバーでファイルを直ちに使用できるようにする場合は、[アップロード後に (サーバー上の) 
データベースを自動的に開く] を選択します。 [アップロード] をクリックします。

図 1-17 ホストにファイルをアップロード

（6） アップロードしたファイルを開くには、 ファイルの [FileMaker Pro からファイルを開く] を選択します。 続
いて [終了] をクリックします。

図 1-18 ホストにファイルをアップロード
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1.4.4 ［実習］ FileMaker Server Admin Console のパスワードをリセット
手順にしたがって FileMaker Server Admin Console のパスワードをリセットします。

（引用） コマンドラインインターフェースの使用
https://help.claris.com/ja/server-help/content/command-line.html

（1） FileMaker Server をインストールしたマシン、 またはインスタンスにログインして、 Windows スタートメ
ニューをクリックし [Windows システムツール] を表示します。
[コマンドプロンプト] をクリックして、 コマンドプロンプトを起動します。

図 1-19 Admin Console のパスワードをリセット

（2） 対話形式でパスワードをリセットするには 「fmsadmin resetpw」 とタイプし [エンターキー] を押下しま
す。 続く設問では、 インストール時に設定した PIN 4桁を入力します。
新しいパスワードの入力、 続けてパスワードを再入力します。
入力したパスワードが一致すると Admin Console へサインインする為のパスワードが変更されます。
※  resetpw では対話形式での変更の他に、 オプションを指定してパスワードの変更も可能です。 利用可能

なオプションについては、 FileMaker Server コマンドラインインターフェース Help を参照してください。

図 1-20 Admin Console のパスワードをリセット

まとめ
FileMaker Server のインストールは成功しましたか？ オンプレミス環境下のサーバーマシンへ FileMaker 

Server をインストールするのに必要なテクニックは、 本章で充分に学習できたかと思います。
次章では Ubuntu 上で稼働する FileMaker Server for Linux をセットアップしてみましょう。
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第 2 章 Claris FileMaker Server（Ubuntu Linux 版）

目標
 • FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） をインストールできる
 • FileMaker Pro から FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） にアクセスできる

2.1 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） とは
2020 年の秋にリリースされた FileMaker Server 19.1.2 から、 世界中で実績のあるオープンソースプラット

フォーム Linux 上で FileMaker カスタム App をホストできるようになりました。 サーバーオペレーティングシステ
ム （OS） 分野で高いシェアを誇る Linux は、 高い安定性 ・ 堅牢性 ・ ネットワークパフォーマンスを備えた理想的
な FileMaker Server 運用環境といえます。

しかしながら、 Linux 版 FileMaker Server がリリース当初サポートしていたディストリビューション CentOS 
Linux は、 2021年末をもって開発が終了することが決定しました。 その結果、 Claris は FileMaker Server にお
ける CenOS のサポートを終了し、 新たな Linux ディストリビューションとして （Ubuntu Linux 版） のサポート
を開始しました。 本章では FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストールについて、 特に注意が必要
なポイントを中心に学習していきます。

（引用） FileMaker Server における CentOS サポートの廃止と削除の予定について
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000035537

2.2 オペレーティングシステムの違いによる、サポートされる機能の比較
Linux で稼働する FileMaker Server の登場によって、 FileMaker カスタム App をホストできる運用環境の選

択肢が増えました。 以下の表は FileMaker Server を運用するオペレーティングシステムによってサポートされる、
主な機能の違いをまとめたものです。

（参考） Mac, Windows, or Linux ? A guide to which Claris FileMaker deployment is right for you.
https://content.claris.com/LINUX-SERVER-WHITE-PAPER-WP_EN.pdf
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FileMaker Server FileMaker Cloud
macOS & Windows Linux Linux

PHP および XML Web 公開 ◯ × ×

FileMaker Data API ◯ ◯ 特別な認証手続きが必
須です。

OData API ◯ ◯ ◯

xDBC API ◯ ◯ ODBC インポートのみ
がサポートされます。

サーバサイドプラグイン ◯ ◯ ×
サーバサイドスクリプトスケジュール ◯ ◯ ◯

バックアップスケジュール ◯ ◯

変更されたデータベー
スは 20 分ごとに自動
的にバックアップされま
す。 バックアップは 30 
日間保存され、 それ以
降は自動的に削除され
ます。

最低限のセキュリティルール × × ◯
ビルトイン OAuth アイデンテイティプロ
バイダ (IdPs)

Arure AD ◯ ◯ ◯
Google ◯ ◯ ×
Amazon ◯ ◯ ×

AD FS
カスタム OAuth アイデ
ンテイティプロバイダと
して利用できます。

◯ ◯

Okta (Auth0)
カスタム OAuth アイデ
ンテイティプロバイダと
して利用できます。

カスタム OAuth アイデ
ンテイティプロバイダと
して利用できます。

◯

Claris ID × × ◯
カスタム OAuth アイデンテイティプロ
バイダ (IdPs) ◯ ◯ ×

オンプレミス認証
Active Directory / Open 
Directory ◯ × ×

ローカル認証 ◯ × ×
複数台での FileMaker WebDirect  
ワーカーマシンの展開 ◯ ◯ ×

※サポートされる機能に違いはあるものの FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） は基本的に、 FileMaker Server macOS 版 
や Windows 版と同等の機能を有しているといえます。 また、 執筆時点で公式サポートされるシステムアーキテクチャは AMD64 の 
Ubuntu 18.04 および 20.04 LTS Server となります。 ARM64 には対応しておりませんのでご注意ください。
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2.2.1 [実習]　FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール
参考 URL で公開されている FileMaker Server の 1 台のマシンへのインストール (Linux) の手順にしたが

い FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） を インストールします。 本書ではあらかじめ AWS 上に、 wget ・
unzip 等の必要な Linux パッケージをインストールした Ubuntu 18.04 LTS Server インスタンスを準備のうえ実
習を進めます。

（参考） FileMaker Server の 1 台のマシンへのインストール (Linux)
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/installing-single-machine-
linux.html

（1） オンラインソフトウェアのダウンロードページから FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） インストーラ
を入手します。

Ubuntu インスタンスに、 インストーラを保存します。 ※ 本書では インストーラを /home/ubuntu フォル
ダに配置して、 圧縮されたインストーラファイルを展開しました。

図 2-1 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール

（2） 展開したインストーラに含まれている Assisted Install.txt ファイルを編集し適切な内容に修正します。

Ubuntu: nano Assisted\ Install.txt

Assisted Install.txt を使いインストールを行うことで、 タイプミスなどによるユーザ名 ・ パスワード ・ PIN 
への誤った値の設定を防ぐ事ができます。 Assisted Install.txt  ファイルを使用しない場合は、 対話形
式でのインストールが開始されます。

https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/installing-single-machine-linux.html
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/installing-single-machine-linux.html
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[Assisted Install]
License Accepted=1
Deployment Options=0
Admin Console User=admin
Admin Console Password=Genegenecom01
Admin Console PIN=4680
License Certificate Path=
License Accepted : エンドユーザライセンスアグリーメントに同意する場合は 1 を指定します。 空欄も
しくは 0 が指定された場合は、 インストールが停止します。
Deployment Options : 単一マシン展開をインストールする場合は 0、 FileMakerWebDirect セカン
ダリマシンをインストールする場合は 1 を指定します。

Admin Console User : サーバー管理者として管理コンソールにサインインするために使用するユーザ
名を入力します。 ユーザ名では大文字と小文字は区別されません。
Admin Console Password : サーバー管理者として管理コンソールにサインインするために使用するパ
スワードを入力します。 パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
Admin Console PIN : 管理コンソールのパスワードをリセットするためにコマンドラインインターフェイス 
(CLI) で使用する4桁の PIN 値を入力します。
License Certificate Path : ライセンス証明書ファイルの完全修飾パスを入力します。
修正が完了したら、 ファイルを保存します。

（引用） Assisted install of FileMaker Server 17 and later
https://support.claris.com/s/answerview?language=en_US&anum=000026020

図 2-2 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール
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（3） FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） インストーラを実行します。 進行状況が画面最下部に緑色で
表示されます。 完了するまでお待ちください。

Ubuntu: sudo FM_ASSISTED_INSTALL=[パス] apt install ./[名前]

[パス] は先程編集した Assistex Install.txt が保存されたフォルダへの完全修飾パスです。

[名前] は FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストーラの名前です。

インストールが完了しました。 インストールを検証するには以下のコマンドを入力して、 図 xxx のように 
FileMaker Server プロセスが実行中であることを確認します。

Ubuntu: ps -e | grep -e fm -e apache -e fac

図 2-3 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール
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（4） ブラウザを開き FileMaker Server Admin Console の URL を入力します。
https://<IP アドレス>/admin-console
※ 「接続はプライベートではありません」 という警告が表示される場合があります。 正しい IP アドレスを
入力している場合には [詳細を表示] をクリックして [この Web サイトを閲覧] をクリックします。
再度確認されますので、 [Web サイトを閲覧] をクリックします。 必要に応じて証明書信頼設定に変更を加
えます。

図 2-4 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール

（5） Claris FileMaker Server Admin Console のログイン画面が表示されます Assisted Install.txt で設
定した 「ユーザ名」 を上段に、 「パスワード」 を下段に入力して、 青い [サインイン] をクリックします。
Admin Console への初回ログイン時にセキュリティの設定を行います。 ウインドウの一番下までスクロー
ルします。
ここでは、 いったん Claris デフォルト証明書を使用します。 「Claris デフォルト証明書を使用」 をクリッ
クして、 青い [保存] をクリックします。
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Claris デフォルト証明書についての注意書きを理解し、 [リスクを受け入れる] をクリックしてくださ
い。 データ漏洩のリスクを最小化するために、 カスタム SSL 証明書の適用を強くお勧めします。 Claris 
FileMaker Admin Console にログインすることができました。

図 2-5 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール
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（6） FileMaker Pro を起動して、 FileMaker Server の IP アドレスを指定し、 FileMaker Server （Ubuntu 
Linux 版） でホストされているサンプルファイルにアクセスができるか確認します。

図 2-6 FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） のインストール

まとめ
FileMaker Server （Ubuntu Linux 版） は設定できましたか？いくつかの CLI コマンドを覚える必要はありま

すが、 インストール自体はそれほど難しくはなかったと思われます。 次章からはいよいよ FileMaker Server を運
用するために必要な知識と技術を学習します。

FileMaker Server Admin Console へのアクセス
セキュリティ上の理由からオフィスや施設などで利用できるネットワークでは、 ブラウザがデフォルトで通信に使用するポート 

80 番や 443 番以外をブロックして通信を制限している場合があります。
FileMaker Server 19.4.1 のリリースより、 Admin Console は https://[サーバーのアドレス]:16000/admin-console の

代わりに https://[サーバーのアドレス]:443/admin-console を使用してリモートでアクセスできるようになりました。
この更新により、 厳格なセキュリティで規制された環境からでも FileMaker Server の管理ができるようになります。 是非

試してみてください。
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第 3 章 FileMaker Server の運用

目標
 • スケジュールを使ったバックアップ、 スクリプトを設定できる
 • バックアップからカスタム App を復旧できる
 • FileMaker Server をアップデートできる
 • FileMaker Admin API を使って FileMaker Server を管理できる

3.1 カスタム App のバックアップ
FileMaker Server は、 以下 4 つの方法でカスタム App のバックアップを提供します。 偶発的な事故や、 ユー

ザの意図しない操作等からカスタム App を保護するために、 これらを組み合わせた包括的なバックアップの実行
はとても重要です。

カスタム App は必ず FileMaker Server 標準のバックアップ機能を使って保存してください。他社製のバックアッ
プソフトウェアを使うと一時停止していない動作中のカスタム App がバックアップ対象となるので、 その運用に問題
が発生するばかりでなくバックアップファイルに修復不能な損傷が発生することがあります。

保存されたバックアップはさらに、 FileMaker Server が稼働してるサーバーとは別の場所 （オフサイト） に保
存しておくことを推奨します。 サーバーのハードドライブが完全に読み取れなくなる災害が発生してもオフサイト
に保存されたバックアップファイルからカスタム App を復旧できます。 バックアップについての詳細は FileMaker 
Server ヘルプを参照してください。

（参考） データベースのバックアップ
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/#backups
（参考） FileMaker Server ヘルプ　バックアップオプションの理解
https://help.claris.com/ja/server-help/content/config-backup-about.html



第 3 章　FileMaker Server の運用
　カスタム App のバックアップ　

36

FileMaker Server が提供するバックアップ方法
バックアップ 追加設定 保存世代数 内容

自動バックアップ なし 7世代 共有された全てのカスタム App のバックアップを 
1 日 1 回実行します。

オンデマンド 
バックアップ なし なし

[今すぐバックアップ] をクリックして、 共有された
全てのカスタム App のバックアップをいつでも実
行できます。

スケジュール 
バックアップ

開始日、 終了日、 
頻度、 検証、 
クローン

99世代

選択したカスタム App のバックアップを、 指
定した時刻と頻度で実行します。 前回のバック
アップから変更が生じたカスタム App を除き 
FileMaker Server は、 前回のバックアップファ
イルへのハードリンクのみを作成し、 ディスクス
ペースを節約します。

プログレッシブ 
バックアップ なし 2世代

プログレッシブバックアップは初回に共有プログ
レッシブバックアップは初回に共有されているすべ
てのカスタム App の完全なバックアップを作成し
ます。 以降は指定された間隔で差分のみをバッ
クアップとして保存するので、 サーバーパフォーマ
ンスへの影響も少なくバックアップスケジュールよ
り速く実行できます。

カスタム App の命名規則
FileMaker Server 16 までの FileMaker Server Admin Console では、 データベースフォルダ内のカスタム App の利用

状況を 「サブフォルダ単位」 でまとめて表示することができました。 ファイル名に統一された接頭辞がなくても、 関連するファイ
ル群をサブフォルダに内包し FileMaker Server で共有することで、 Admin Console 上でカスタム App を構成しているファイ
ルがどれか、 すぐに把握できたのです。

最新の Admin Console では 「サブフォルダ単位」 でカスタム App を一覧を表示できないかわりに、 ファイル名でフィルタ
リングしたり、 並び替えができるようになりました。 FileMaker Server 16 以前の FileMaker Server Admin Console のよ
うにカスタム App を構成するファイル群をまとめて表示するには、 ファイル名に統一した接頭辞／接尾辞をつけてフィルタリング
する事で同様の表示が可能です。
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3.1.1 ［実習］ スケジュールバックアップの設定
FileMaker Server で共有されている全てのカスタム App を対象に、 手順に従ってFileMaker Server Admin 

Console 上でスケジュールバックアップを設定してみましょう。

（1） [バックアップ] - [バックアップスケジュール] タブで [スケジュールの作成] をクリックします。

図 3-1 スケジュールバックアップの設定

（2） [スケジュール名] に任意の名前を入力します。

図 3-2 スケジュールバックアップの設定

（3） [バックアップタイプ] に [すべてのデータベース] を選択します。

（4） [バックアップフォルダ] に任意のパスを入力します。

（5） [保持するバックアップの数] に任意の数を入力します。
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[クローン] を有効にすると FileMaker Server は、 データを持たないカスタム App の複製を作成します。
カスタム App が破損した場合、 破損する前の世代のクローンファイルに、 修復したカスタム App のデー
タを移し替えて復旧します。 修復したカスタム App は、 ファイルが損傷している可能性があり、 そのまま
使い続けることは大変危険です。

[検証] を有効にすると、 スケジュールバックアップ完了時に、 カスタム App に損傷がないか一貫性チェッ
クを行い、 データベースの整合性を検証します。 このオプションを有効にすると検証を完了するまでの
間、 FileMaker Server で共有されたカスタム App の動作速度が遅くなることがあります。 FileMaker 
Server は、 一貫性チェックの成功または失敗を示すメッセージを [event.log] に記録します。

（6） [繰り返し] - [頻度] に [毎日] を指定して、 その他はデフォルトのままにします。

（7） [保存] をクリックして、 スケジュールバックアップを保存します。

図 3-3 スケジュールバックアップの設定

（8） 作成したスケジュールを実行するには、スケジュールを選択して [今すぐ実行] をクリックします。 バックアッ
プフォルダに指定したパスに、 バックアップが作成されたか確認します。
バックアップしたカスタム App に損傷がないか確認するには [構成] - [ログ] - [ログファイル] からダウン
ロードするログに [event.log] を選択し、 ダウンロードしたログファイルをメモ帳などで開いて確認します。
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（9） スケジュールバックアップを定期的に実行するにはトグルスイッチをクリックして [有効] に設定します。

図 3-4 スケジュールバックアップの設定
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3.1.2 ［実習］ プログレッシブバックアップの設定
プログレッシブバックアップを設定するには、 設定の有効化、 保存間隔の設定、 バックアップフォルダのパスを指

定しています。 手順に従ってプログレッシブバックアップを設定してみましょう。

（1） [構成] - [フォルダ] タブでトグルスイッチをクリックして [プログレッシブバックアップ] を有効にします。

図 3-5 プログレッシブバックアップの設定

（2） [プログレッシブバックアップ] ダイアログが表示されます。 説明をよく読み [OK] をクリックします。

図 3-6 プログレッシブバックアップの設定
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（3） 必要な場合 [プログレッシブバックアップフォルダパス] に任意のパスを入力し [保存] クリックします。 入
力されたパスが無効な場合アラートが表示されます。 FileMaker Server がアクセス可能なパスを入力し
てください。

図 3-7 プログレッシブバックアップの設定

（4） プログレッシブバックアップフォルダに指定したパスに [IncrementalBackup_] からはじまるバックアップ
フォルダが作成されたか確認します。

図 3-8 プログレッシブバックアップの設定

80, 443 ポートの競合
FileMaker Server で共有されているカスタム App では、 オブジェクトフィールドに格納した映像や、 PDF 書類をレイアウト

オプション [インタラクティブコンテンツ] として用途を最適化した場合、 画面上でその内容を表示、 閲覧できるようになります。
FileMaker Server からインタラクティブコンテンツをクライアントへデータを送信するには 80、 443 ポートが使用されます

が、 サーバーハードウェアのメーカーによってはまったく同じ 80、 443 ポートを使用したブラウザベースのサーバー管理ツール
が同梱され、 FileMaker Server と競合するケースがあるようです。

競合が発生すると、 レイアウト画面に配置したインタラクティブコンテンツが表示されなくなりますが、 開発者はカスタム 
App の設定やクライアント PC 環境を見直しても原因がわからないことが多いようです。 インタラクティブコンテンツが表示され
ない場合は、 サーバー管理ツールとポートが競合していないか、 設定を見直してみてください。
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3.1.3 ［実習］ プログレッシブバックアップファイルからの復旧
プログレッシブバックアップが有効になると、 入力したプログレッシブバックアップフォルダに関連フォルダが作成

されます。 手順に従ってプログレッシブバックアップからカスタム App を復旧してみましょう。

（参考） プログレッシブバックアップフォルダの設定
https://help.claris.com/ja/server-help/content/config-folders-progressive.html

（参考） プログレッシブバックアップからのデータベースの復元
https://help.claris.com/ja/server-help/content/config-restore-progressive.html

（1） [データベース] ページにアクセスして、 目的のカスタム App を閉じます。

図 3-9 プログレッシブバックアップファイルからの復旧

（2） データベースが閉じたことを確認して、 FileMaker Server からカスタム App を取り除きます。 ダイアロ
グが表示されるので [OK] をクリックします。

図 3-10 プログレッシブバックアップファイルからの復旧
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（3） （プログレッシブバックアップフォルダを開いて目的のバックアップをコピーし、 安全な場所に複製します。
本書では、 デスクトップに複製しました。

図 3-11 プログレッシブバックアップファイルからの復旧

複製したカスタム App は、 関連するファイルと共にローカルマシン環境に移動して、 FileMaker Pro で
開き、 ファイルに不具合がないか確認してもよいかもしれません。

（4） バックアップされたカスタム App を再び FileMaker Server へアップロードし、 共有を開始します。

プログレッシブバックアップから、 カスタム App を復旧できました。

図 3-12 プログレッシブバックアップファイルからの復旧
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3.2 FileMaker Server のアップデート
最新の FileMaker Server では、 フルインストーラを使って 「新規インストール」 「バージョン 16 以降から 

FileMaker Server 19 へのアップグレード」 「バージョン 19 において最新のリビジョンにアップデート」 のすべてが
できるようになりました。 フルインストーラは契約時の納品メールからオンラインソフトウェアダウンロードページを
開き、 そこからダウンロードすることができます。

フルインストーラを使ってバージョン 16 以降から FileMaker Server 19 へのアップグレードを行う場合、 旧バー
ジョンの FileMaker Server の設定が保持されます。 事前に旧バージョンをアンインストールする必要はありません。

3.2.1 ［実習］ FileMaker Server のアップデート
手順に従って FileMaker Server インストーラを入手し FileMaker Server を、 新しいバージョンへアップグレー

ドしてみましょう。
（1） オンラインソフトウェアダウンロード (ESD) ページまたは Claris Customer Console からインストーラをダ

ウンロードします。

図 3-13 FileMaker Server のアップデート

（2） FileMaker Server を停止します。 [構成] - [一般設定] から [データベースサーバーの停止] をクリックし
ます。 必要な場合、 クライアントへ送信するメッセージと、 遅延時間を任意で入力して [データベースサー
バーの停止] をクリックします。

図 3-14 FileMaker Server のアップデート
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図 3-15 FileMaker Server のアップデート

（3） [Windows スタートメニュー] - [Windows 管理ツール] から [サービス] を起動し、 FileMaker Server 
サービスを停止します。

図 3-16 FileMaker Server のアップデート



第 3 章　FileMaker Server の運用
　FileMaker Server のアップデート　

46

（4） ダウンロードした　FileMaker Server インストーラを実行します。

（5） 必要な場合 FileMaker Server サービスを起動してください。

図 3-17 FileMaker Server のアップデート

（6） データベースサーバーが起動していない場合、 [データベースサーバーの起動] をクリックします。

[データベースサーバーを自動的に起動する] オプションを有効にすると FileMaker Server サービス開始
時にデータベースサーバーも自動的に起動されます。

図 3-18 FileMaker Server のアップデート
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3.3 FileMaker Admin API
Claris FileMaker Admin API は、 FileMaker Server Admin Console、 fmsadmin CLI コマンドに続く、

FileMaker Server で利用可能な第 3 の管理ツールです。 この FileMaker Admin API は RESTful な API とし
て、 バラエティーに富んだリクエストに応じて、 その戻り値を JSON フォーマットで取得できます。 既に FileMaker 
Data API を利用したことのあるユーザにとっては、 よく似た振る舞いをするため理解しやすい機能かと思われま
す。 FileMaker Admin API は、 fmsadmin CLI コマンド と違って、 macOS のターミナルから cURL を使ったコ
マンドラインからの呼び出しばかりではなく、 Postman や Fiddler といったリッチなテスト環境からの呼び出しにも
対応します。 また従来の FileMaker Server Admin Console や Admin CLI では実現が難しかった、 複数台の 
FileMaker Server のステータス表示やその管理を、 呼び出し先の URL を変更するだけで実現できます。

FileMaker Admin API の代表的な利用方法としては、 PowerShell/Bash/Perl/Pythonといったスクリプト言
語やFileMakerの [URLから挿入] スクリプトステップを使って、運用中の FileMaker Server の設定値やスケジュー
ルを取得 ・ 設定することが挙げられます。 FileMaker Admin API の詳細については FileMaker Admin API 
Reference を参照してください。

（参考） Claris FileMaker Server Admin API Reference
https:// [FileMaker Server FQDN] /fmi/admin/apidoc/

図 3-19 FileMaker Admin API
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3.3.1 ［実習］ Postman の準備
本書では 代表的な API 開発環境のひとつ Postman を使い FileMaker Admin API の呼び出しと、 その処理

の流れを学習します。 事前に Postman 公式ウェブサイトから Postman をダウンロードしてインストールしてくだ
さい。 インストールが完了し、 画面の指示に従い必要な設定が完了すると、 Postman の初期画面が表示されます。
本実習では Postman のインストール手順については本書では割愛しますが、 Postman をより便利に使う為に [実
行環境] の登録と [コレクション] の登録を学習します。

（参考） Postman 公式ウェブサイト
https://www.postman.com

（1） Postman を起動します。

（2） ウィンドウ右上にある [歯車] ボタンをクリックして [MANAGE ENVIRONMENTS] ダイアログを表示し
ます。

（3） [Add] ボタンをクリックして、 Postman の実行環境を新規登録します。

（4） [Environment Name] には、 この実行環境の識別名称を入力します。 [VARIABLE] には [host]、
[token] の 2 つの変数を登録します。 実行環境に登録した変数は、 あとから登録する、 FileMaker 
Data API リクエストの プロパティとして指定し、 使い回しができるようになります。

（5） 変数 [host] の [INITIAL VALUE] には、 FileMaker Admin API の FQDN を登録します。

（6） 変数 [token] の [INITIAL VALUE] は空欄とし、 値の登録をしません。 変数 [token] は、 FileMaker 
Admin API Authentication リクエストで取得したトークンを [CURRENT VALUE] に登録できるからで
す。

（7） 最後に [Add] ボタンをクリックして、 実行環境の登録を完了させ、 動作環境を切り替えます。
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図 3-20 FileMaker Admin API 一般設定の取得

（8） 続いて、 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Collection] ボタンをクリックして、 新規コ
レクションを追加します。 コレクションは、 Postman で作成した API リクエストを分類して保管ができる、
オペレーティングシステムのフォルダのような機能です。

（9） [Name] に FMS Admin API と入力し [Create] ボタンをクリックします。Postman の準備ができました。
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図 3-21 FileMaker Admin API 一般設定の取得
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3.3.2 ［実習］ FileMaker Admin API アクセストークンの取得
FileMaker Admin API を使って FileMaker Server の一般設定を取得してみましょう。 FileMaker Admin 

API では FileMaker Admin Console のログイン資格情報を使って認証を行い、 認証に成功すると認証情報と
してアクセストークンを取得できます。 以降の  FileMaker Aamin API リクエストでは、 アクセストークンをヘッ
ダーに認証情報として埋め込むことで、 利用者は API リクエストの実行が可能となります。 アクセストークンは、
FileMaker Admin API に [ログアウト] をリクエストするか、 そのアクセストークンを使った最後の呼び出しから 15 
分経過するまで有効です (アクセストークンが有効な間は、 そのアクセストークンを指定して呼び出しを行うたびに
セッションタイムアウトカウンタがゼロにリセットされます)。

（1） Postman を起動します。
（2） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを

追加します。

図 3-22 FileMaker Admin API 一般設定の取得

（3） [Request Name] に Login と入力します。 [Select a collection or folder to save to:] には、 先程
登録したコレクション FMS Admin API を指定し、 [Save to FileMaker Server Admin API] ボタンを
クリックします。

図 3-23 FileMaker Admin API 一般設定の取得
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（4） メソッド、 エンドポイント、 ヘッダーに必要な内容を入力します。 入力に必要なパラメーターは以下の通り
です。
なお、 Authorization に設定するアカウント名とパスワードは Base 64 にエンコードする必要があります
が、 FileMaker Pro のデータビューアと Base64Encode 関数を使うと簡単に取得できます。

図 3-24 FileMaker Admin API 一般設定の取得

メソッド ： エンドポイント
POST ： {{host}}/fmi/admin/api/v2/user/auth

ヘッダー
項目 タイプ 値

Authorization ストリング "Basic " + Base64 でエンコードされた、 アカウント名:パ
スワード

（5） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 サインインに成功するとアクセストーク
ンを取得できます。

図 3-25 FileMaker Admin API 一般設定の取得
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（6） 先程 Postman 実行環境に登録した [token] 変数に、 取得したアクセストークンを代入します。 [Tests] 
タブで postman.setEnvironmentVariable を使い、 変数名と値を登録します。 登録された変数は {{変
数名}} と記述して、 取得したデータの再利用ができます。

アクセストークンが取得できました。

図 3-26 FileMaker Admin API 一般設定の取得
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3.3.3 ［実習］ FileMaker Admin API サーバーステータスの取得
取得したアクセストークンを使って FileMaker Server のサーバーステータスを取得してみましょう。
（1） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックして新規リクエストを作成します。 [Request Name] の名称

を Get Server Status にして [Save to FileMaker Server Admin API] ボタンをクリックします。
（2） メソッド、 エンドポイント、 ヘッダーに必要な内容を入力します。 入力に必要なパラメーターは以下の通り

です。

図 3-27 FileMaker Admin API サーバーステータスの取得

メソッド ： エンドポイント
GET ： {{host}}/fmi/admin/api/v2/server/status
ヘッダー

項目 タイプ 値
Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}
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（3） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 JSON 形式でデータベースサーバー
の稼働状況 [status] を取得できます。
今回はデータベースサーバーが稼働しているので、 [RUNNING] という値を取得しました。

図 3-28 FileMaker Admin API サーバーステータスの取得
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3.3.4 ［実習］ FileMaker Admin API サーバーステータスの変更
取得したアクセストークンを使って FileMaker Server のサーバーステータスを変更してみましょう。  [status] 

に [STOPPED] を指定することでデータベースサーバーを停止できます。

（1） 新規リクエストを作成します。 [Request Name] の名称を Update Server Status にして [Save to 
FileMaker Server Admin API] ボタンをクリックします。

（2） メソッド、 エンドポイント、 ヘッダー、 ボディに必要な内容を入力します。 入力可能なパラメーターは以下
の通りです。

図 3-29 FileMaker Admin API サーバーステータスの変更
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メソッド ： エンドポイント
PATCH ： {{host}}/fmi/admin/api/v2/server/status

ヘッダー
項目 タイプ 値

Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}
Content-Type ストリング application/json

ボディ
項目 タイプ 値

status ストリング "RUNNING" or "STOPPED"

messageText ストリング データベースサーバーを停止したときにFileMakerクライアン
トに送信するメッセージを指定します。

graceTime 整数 データベースサーバーを停止するまでに待機する秒数を指定
します。

ボディはヘッダー同様に、 Key/Value 形式で FileMaker Server に送信するパラメーターを編集すること
もできますが、 [raw] を指定しテキスト形式で直接編集することもできます。

※  最新の Postman では手順によって、 いくつかのヘッダーが自動生成される場合があります。 既存の 
[Content-Type] が生成されている場合は、 正しい値を再設定してください。

（3） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 データベースサーバーの停止に成功
するとJSON 形式で [response] として status [STOPPED] を取得できます。

図 3-30 FileMaker Admin API サーバーステータスの変更
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（4） FileMaker Server Admin Console にアクセスして、 データベースサーバーが本当に停止したか確認し
ます。

 

図 3-31 FileMaker Admin API サーバーステータスの変更
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3.3.5 ［実習］ FileMaker Admin API スケジュールの作成
取得したアクセストークンを使って FileMaker Server のスケジュールを作成してみましょう。

（1） 新規リクエストを作成します。 [Request Name] の名称を Create Backup Schedule にし [Save to 
FileMaker Server Admin API] ボタンをクリックします。

図 3-32 FileMaker Admin API スケジュールの作成

（2） メソッド、 エンドポイント、 ヘッダー、 ボディに必要な内容を入力します。 入力に必要にパラメーターは以
下の通りです。

※  最新の Postman では手順によって、 いくつかのヘッダーが自動生成される場合があります。 既存の 
[Content-Type] が生成されている場合は、 正しい値を再設定してください。
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図 3-33 FileMaker Admin API スケジュールの作成

メソッド ： エンドポイント
POST ： {{host}}/fmi/admin/api/v2/schedules/backup

ヘッダー
項目 タイプ 値

Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}
Content-Type ストリング application/json
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ボディ
項目 タイプ 制限 値

name ストリング
"?!\s*$" から始まら
ない 1文字以 上、 31
文字までの文字列

スケジュール名。  このパラメーターを空の
文字列または空白文字の文字列にすること
はできません。

backupType オブジェクト バックアップスケジュールのパラメータ

resourceType ストリング
"ALL_DB"、 "DB_
IN_FOLDER"、
"SINGLE_DB"
のうちどれか

バックアップ対象のデータベースのタイプ

backupTarget ストリング
"?!\s*$" から始まら
ない 1文字以上の文
字列

バックアップフォルダのパス。  このパラメー
ターを空の文字列または空白文字の文字
列にすることはできません。

maxBackups 整数 0 .. 99
保持するバックアップの最大数。  このパラ
メーターを指定せずにスケジュールを作成
すると、 デフォルト値の1が使用されます。

resource ストリング
"?!\s*$" から始まら
ない 1文字以上の文
字列

FileMaker Database フォルダーパス。  
resourceType = DB_IN_FOLDER ま
たはSINGLE_DBの 場 合 にの み 必 要 で
す。  このパラメーターを空の文字列または
空白文字の文字列にすることはできません。

clone ブーリアン
バックアップファイルのクローンを作成する
かどうか。  このパラメーターを指定せずに
スケジュールを作成すると、 デフォルト値の
「false」 が使用されます。

verify ブーリアン

整合性チェックを実行するかどうかを指定
します。 このパラメーターを指定せずにス
ケジュールを作成すると、 デフォルト値の
「false」 が使用されます。
※ このオプションを有効にすると、 バック
アップファイルのエラーを検出できます。  
ただし、 このオプションが有効になってい
るバックアップ操作は完了するまでにかなり
長い時間がかかり、 マスターマシン上の他
のアクティビティが遅くなる可能性がありま
す。

sendEmail ストリング 
配列

通知を送信するメールアドレス。  空の配列
は、 電子メールの送信を無効にします。
※ 電子メールを送信するには、 SMTP構
成が必要です。

enabled ブーリアン

スケジュールの実行を有効または無効にし
ます。 スケジュールの実行が有効になって
いるかどうかを確認する。  
※ このパラメ ー ター を 指 定 せ ず に スケ
ジュール を 作 成 すると、 デフォルト 値 の
「false」 が使用されます。

onceType オブジェクト
メソッドに POST または PATCH と併用す
ると、 指定した日時に実行するスケジュー
ルを作成または編集できます。

startTime 
Stamp ストリング

yyyy-mm-
ddThh ： 
mm ： ss 
（24時間形式）

スケジュールの開始日時を、 以下の形式で
指定します。
yyyy-mm-ddThh ： mm ： ss （24 時
間形式）
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項目 タイプ 制限 値

weeklyType オブジェクト
メソッドに POST または PATCH と併用す
ると、 曜日を指定して、 定期的に実行する
スケジュールを作成または編集できます。

daysOf 
TheWeek

ストリング 
配列

"SUN"、 "MON"、 
"TUE"、 "WED"、 
"THU"、 "FRI"、 
"SAT" の組み合わ
せ

スケジュールを実行する曜日ごとの略称の
組み合わせを配列で指定します。

startTime 
Stamp ストリング

yyyy-mm-
ddThh ： 
mm ： ss 
（24時間形式）

スケジュールの開始日時を、 以下の形式で
指定します。
yyyy-mm-ddThh ： mm ： ss （24 時
間形式）

endDate ストリング yyyy-mm-dd
スケジュールの終了日を、 以下の形式で指
定します。
yyyy-mm-dd

repeatTask オブジェクト 1日以内にタスクを繰り返すかどうか指定し
ます。

├ repeat 
Interval ストリング "MINUTES"  

または "HOURS"
スケジュールを繰り返すための時間単位を
指定します。

├ repeat 
Frequency 整数 1 .. 60

1 日 以 内 に スケ ジ ュ ール を 繰 り 返 す 回
数 を 指 定 し ま す。  repeatInterval = 
MINUTES の 場 合 は 1 ～ 60 の 整 数、
repeatInterval = HOURS の 場 合 は 1 
～ 24 の整数でなければなりません。

└ endTime ストリング hh ： mm ： ss 
（24時間形式）

スケジュールを繰り返すための終了時刻を、
以下の形式で指定します。
hh ： mm ： ss （24時間形式）

everyndays 
Type オブジェクト

メソッドに POST または PATCH と併用す
ると、 2、 3、 または 4 日ごとなど、 特定の
間隔 （日数） のスケジュールを作成または
編集できます。

dailyDays 整数 1 .. 999

スケジュールを実行する日の間隔。  たとえ
ば、 3 は 3日ごとにスケジュールを繰り返し
ます。  このパラメーターを指定せずにスケ
ジュールを作成すると、 デフォルト値の 1 が
使用されます。

startTime 
Stamp ストリング

yyyy-mm-
ddThh ： 
mm ： ss 
（24時間形式）

スケジュールの開始日時を、 以下の形式で
指定します。
yyyy-mm-ddThh ： mm ： ss （24 時
間形式）

endDate ストリング yyyy-mm-dd
スケジュールの終了日を、 以下の形式で指
定します。
yyyy-mm-dd

repeatTask オブジェクト 1日以内にタスクを繰り返すかどうか指定し
ます。

repeat 
Interval ストリング "MINUTES"  

または "HOURS"
スケジュールを繰り返すための時間単位を
指定します。

repeat 
Frequency 整数 1 .. 60

1 日 以 内 に スケ ジ ュ ール を 繰 り 返 す 回
数 を 指 定 し ま す。  repeatInterval = 
MINUTES の 場 合 は 1 ～ 60 の 整 数、
repeatInterval = HOURS の 場 合 は 1 
～ 24 の整数でなければなりません。

endTime ストリング hh ： mm ： ss 
（24時間形式）

スケジュールを繰り返すための終了時刻を、
以下の形式で指定します。
hh ： mm ： ss （24時間形式）
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例 ： サンプル JSON
{
 "backupType" :
 {
   "backupTarget" : "filewin:/C:/Program Files/FileMaker/ 

FileMaker Server/Data/Backups/",
  "clone" : true,
  "maxBackups" : 7,
  "resourceType" : "ALL_DB",
  "verify" : false
 },
 "enabled" : true,
 "name" : "毎日",
 "sendEmail" : [ "admin@fmp.cloud" ],
 "weeklyType" :
 {
  "daysOfTheWeek" : [ "SUN", "MON", "TUE" ],
  "endDate" : "2021-12-31",
  "repeatTask" :
  {
   "endTime" : "01:00:00",
   "repeatFrequency" : 1,
   "repeatInterval" : "HOURS"
  },
  "startTimeStamp" : "2020-01-01T01:00:00"
 }
}

（3） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 バックアップスケジュールの作成に成
功すると JSON 形式で作成されたスケジュールを取得できます。

図 3-34 FileMaker Admin API スケジュールの作成
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（4） FileMaker Server Admin Console にアクセスして、 スケジュールが本当に作成されたか確認します。

図 3-35 FileMaker Admin API スケジュールの作成

3.3.6 ［実習］ FileMaker Admin API カスタム App
サンプルファイル 「AdminAPI_接続テスト.fmp12」 には、 Admin API をより理解するためのスクリプトステップ

が多数含まれています。 FileMaker Admin API とその利用方法は、 これまでの演習と、 Claris のドキュメントを
参考にしてください。

FileMaker Pro で 「AdminAPI_接続テスト.fmp12」 を開き 「ServerAddress」 フィールドの値を変更し、
スクリプトデバッガを開いた状態でログイン、 ログアウト、 サーバーステータスの取得などのスクリプトを実行してみ
てください。 どのような cURL オプションで、 どのような JSON 形式の引数を用いて、 どのような JSON オブジェ
クトが応答されるのかを確認してください。

図 3-36 AdminAPI_ 接続テスト .fmp12
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まとめ
FileMaker Server の運用イメージはつかめたでしょうか？ FileMaker Server はサーバーステータスの取得や、

その値を設定するのに、 FileMaker Server Admin Console をはじめ、 FileMaker Admin API、 fmsadmin 
CLI コマンド を利用できます。 FileMaker Server の運用管理者は FileMaker Server Admin Console の
ような、 GUI を有したリッチな管理ツールをいつでも利用可能なわけではありません。 いざという時に備えて 
FileMaker Admin API、 fmsadmin CLI コマンド の操作にも慣れ ておくことをお勧めします。

コマンドプロンプト （Windows） やターミナル （macOS） を使用して作業用フォルダに移動
システム管理者は、 コマンドプロンプトやターミナルを使った CLI （Command Line Interface） での作業が多くなりがちで

す。 CLI で目的のフォルダに移動するには専用のコマンド 「cd （チェンジディレクトリ） が用意されているのですが、 入力補完
を駆使しつつも移動先パスを全てキーボードでタイプするには、 操作に慣れていないと時間がかかります。 目的のフォルダまで
簡単に移動するには、 以下の方法を試してください。

Windows の場合 ：  エクスプローラーで目的のフォルダを表示して、 [Shift キー] を押しながら [右クリック]、 コンテキスト
メニューから、 [コマンドウィンドウでここを開く] を選択します。

macOS の場合 ： Finder で目的のフォルダを表示して、 Dock のターミナルアイコンにドラッグします。
※事前に /アプリケーション/ユーティリティ/ターミナルを起動しておきます。

このように、GUI （Graphical User Interface） と CLI をうまく組み合わせると、簡単に目的のフォルダで作業が開始できます。
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第 4 章 他システムとの連携

目標
 • ODBC 接続を利用できる
 • ESS 機能を利用できる
 • Actual ESS Adapter 機能を利用できる

4.1 ODBC 接続
ODBC （Open DataBase Connectivity） は デ ー タ ベ ー ス を 利 用 す る た め の オ ー プ ン ス タ ン ダ ー ド

な Application Programming Interface （API） です。 接続先データベースに対応した ODBC ドライバ
と、 ODBC ステートメント （API の関数呼び出しと、 SQL 言語） を使用することで Microsoft SQL Server、
MySQL、 Oracle Database といった様々なデータベースへアクセスできます。

FileMaker Server をクライアントアプリケーションとして使用するには、 FileMaker Server をインストールした
サーバー上で接続先データソースに対応した ODBC クライアントドライバをインストールしてシステム DSN （Data 
Source Name） をセットアップする必要があります。 FileMaker Pro や FileMaker Go が FileMaker Server 
で共有されたカスタム App を介して外部データベースへ接続すると FileMaker Server はその接続を外部データ
ベースへ中継します。

つまり、 FileMaker Server に接続している個々のクライアントでは ODBC のセットアップは不要となるのです。
ODBC についての詳細は 「Claris FileMaker ODBC と JDBC ガイド」 を参照してください。

（参考） FileMaker Server での ODBC と JDBC の使用
https://help.claris.com/ja/server-help/#page/FMS_Help%2Fxdbc-about.html

本章では macOS がアクセス可能な場所に MySQL が稼働し、 MySQL 公式ウェブサイトで配布しているサンプ
ルデータベース sakila がインストールされていることを前提に学習を進めます。

接続するデータベース MySQL
IPアドレス 192.168.50.10
ポート 3306
スキーマ sakila
ユーザ admin
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4.1.1 ［実習］ ODBC Manager セットアップ
手順にしたがって ODBC Manager をセットアップし MySQL へ接続しましょう。 macOS から MySQL へ 

ODBC 接続する方法はいくつか存在しますが Actual Technologies 社が提供する ODBC Manager を使うの
が簡単で確実です。 ODBC Manager 自体は Actual Technologies 社が提供している製品にバンドルされてい
るので、 接続対象データソースに対応した製品を購入するか、 評価版をダウンロードしてインストールできます。

図 4-1 Actual ODBC Driver Pack のインストール

評価版ライセンスのインストールオプションでは、 Actual Open Source Databases を選択すると、 MySQL、
PostgreSQL、 および SQLite へ接続するための ODBC クライアントドライバをインストールできます。 ODBC 
マネージャーのインストールが完了したらシステム DSN のセットアップを行います。 Actual Technologies 社が
提供する ODBC クライアントドライバー評価版ライセンスは、 データソースにリクエストして得られるレコード数に制
限がありますが、 セットアップ手順は製品版とまったく同じです。

（1） インストールされた ODBC Manager を起動して、 システム DSN タブを選択します。

図 4-2 ODBC Manager セットアップ
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（2） [追加] ボタンをクリックして、 Actual Open Source Databases を選択して [OK] をクリックします。

※  システム DSN は、 コンピュータにログインするすべてのユーザが利用できます。 ユーザ DSN は、 ロ
グインしている場合にのみ利用できます。

図 4-3 ODBC Manager セットアップ

FileMaker Pro リレーションシップグラフの ODBC テーブルを使用して作業する FileMaker Pro カスタ
ム App では、 システム DSN のみがサポートされています。

（3） [続行] をクリックします。

図 4-4 ODBC Manager セットアップ
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（4） データソースへの参照に使用する名前を入力して、 接続するデータベースの種類に MySQL を選択します。

図 4-5 ODBC Manager セットアップ

（5） 接続するサーバーの IPアドレスを入力して、 接続先ポートに MySQL のデフォルトポート 3306 とします。

図 4-6 ODBC Manager セットアップ
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（6） 手順(4) で MySQL へのログイン情報を入力している場合、 接続するデータベースをドロップダウンリスト
から選択できます。 MySQL のサンプルデータベースがインストールされている場合、 sakila を選択して 
[続行] をクリックします。

図 4-7 ODBC Manager セットアップ

（7） [テスト] をクリックしてログイン情報を入力すると、 MySQL への接続テストを開始します。 接続に成功す
るとテスト結果に 「テストは正常に完了しました。」 と表示されます。

図 4-8 ODBC Manager セットアップ
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（8） [完了] をクリックしてセットアップを完了します。

図 4-9 ODBC Manager セットアップ

（9） セキュリティダイアログが表示されます。 ユーザー名、 パスワードを入力して [ヘルパーをインストール] を
クリックします。

（10） システム DSN が追加されました。

図 4-10 ODBC Manager セットアップ
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4.1.2 ［実習］ ODBC インポートスクリプトステップ
[レコードのインポート] スクリプトステップを使用して、 ODBC データソースからレコードをインポートします。 接

続先はシステム DSN に登録した、 MySQL データベース にある country テーブルを対象とします。

（1） FileMaker Pro を起動して、 [ファイル] - [レコードのインポート] - [ ODBC データソース...] から、 新規カス
タム App を作成します。 [ファイル] - [レコードのインポート] - [ODBC データソース ...] 選択して [ODBC 
データソースを選択] ダイアログボックスを表示し、 mysql を選択します。

図 4-11 ODBC インポートスクリプトステップ

（2） 「mysql」 へ接続ダイアログボックスが表示されるので、 ユーザ名とパスワードを入力して、 [OK] ボタン
をクリックします。 接続に成功すると SQL クエリービルダーが表示されます。

図 4-12 ODBC インポートスクリプトステップ
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MySQL へのリクエストに必要な SQL ステートメントを記述します。 [SELECT] タブの [テーブル] リス
トボックスからテーブル名を選択すると、 テーブルに含まれる列名が [列] リストボックスに表示されます。
[テーブル] リストボックスからテーブル名 'actor' をクリックします。
列名をダブルクリックするか、 列名を選択して [SQL クエリーに挿入] ボタンをクリックすると、 SQL ステー
トメントが [SQL クエリー] ボックスに構築されます。
[列] リストボックスから列名 'actor_id' をダブルクリックして、 SQL ステートメントを構築します。

図 4-13 ODBC インポートスクリプトステップ

（3） [SQL クエリー] ボックスに構築された、 SQL ステートメントは手動での変更も可能です。 列名 'actor.
actor_id' をアスタリスク （*） に変更します。 この変更で単一の列 'actor_id' から、 'actor' に含まれる
全ての列を対象とした、 レコードセットの取得を要求する SQL ステートメントに命令が変わりました。 [実
行] をクリックします。
SELECT * FROM 'actor'

図 4-14 ODBC インポートスクリプトステップ
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（4） [インポート順の指定] ダイアログボックスが表示されます。 インポート先に [新規テーブル] を選択して [イ
ンポート] をクリックします。 「actor」 テーブルのレコードをインポートすることできました。 （評価版の 
ODBC ドライバーを利用した場合は最初の 3 レコードしかインポートすることができません。）

図 4-15 ODBC インポートスクリプトステップ

レコードのインポート時に、 拡張子でフィルタリングする
FileMaker プラットフォームで [レコードのインポート] スクリプトステップを使うと、 コンマ区切り値 やタブ区切り値、 Excel 

ワークブックをカスタム App にインポートすることができます。対応フォーマットが充実しているのはありがたいのですが、インポー
ト対象のファイルを、 特定のフォーマットに限定したい場合があります。

[ファイルを挿入] スクリプトステップは、 ダイアログボックスで選択可能なファイルを [拡張子] でフィルタしつつ、 選択したファ
イルへの参照パスを変数に取得できます。 取得した [変数] は [レコードのインポート] スクリプトステップの [データソースの指定] 
に設定できます。

2 つのスクリプトステップを併用すると、 インポート対象のファイルを特定のフォーマットに制限を加えた上で、 レコードのイン
ポートが可能になるので、 是非試してみてください。
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4.2 FileMaker の外部 SQL データソース
FileMaker の外部 SQL データソース （以下 ESS） 機能を利用すると、 ESS 機能に対応した SQL データベー

スのテーブルを、 FileMaker のテーブルと同じように扱うことができます。 ESS 機能を利用した場合、 SQL データ
ベースへのリクエストに必要な SQL ステートメントは、 FileMaker により自動生成されます。 ユーザはクライアント
アプリケーションが動作するコンピュータに ODBC ドライバをインストールしセットアップするだけで、 FileMaker リ
レーションシップグラフに、 外部 SQL データベースのテーブルを追加して、 データソース間での双方向ライブ接続
を確立できます。

ESS 機能を利用してリレーションシップグラフに追加された、外部 SQL データソースのテーブルは 「シャドウテー
ブル」 と呼ばれます。 シャドウテーブルは、 参照元のテーブルと同じ、 または似たようなテーブル構造を持つ （シャ
ドーイングされた）、 FileMaker からデータの読み書きが可能なテーブルオカレンスとして動作します。

シャドウテーブルのフィールドは 「シャドウフィールド」 と呼ばれます。 ESS 機能では、 外部 SQL データソース
内のテーブルやフィールドを直接削除または変更することはできませんが、 FileMaker の自動入力と検証オプション
を適用することでいくつかの例外を除き、 シャドウフィールドの機能を拡張することができます。

シャドウテーブルには非保存の計算式、 または集計フィールドを 「補助フィールド」 として追加することができま
す。 補助フィールドを使うと、 外部 SQL データベースのテーブル構造を変更せずに、 FileMaker からのみ参照で
きる形で、 計算と集計の結果を表示することできます。

4.2.1 ESS 対応データベース一覧
ESS 機能に対応した外部SQL データソースの ODBC ドライバとして、 以下の ODBC ドライバがサポートされ

ています （ただしバージョンは執筆時のものです）。  Actual Technologies 社が提供する ESS Adapter 機能を
使用することで、 さらに多くのデータベースシステムとのライブ接続が可能となります。

（引用） 外部 SQL データソースに対してサポートされている ODBC ドライバ
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000023433

データソース Windows ドライバ macOS ドライバ 

Oracle Database 11g R2 Oracle Database Client version 11g 
R2

Actual Technologies, Oracle version 
5.0.8

Oracle Database 12c R1 Oracle Database Client version 
12.2.0.1.0

Actual Technologies, Oracle version 
5.0.8

Oracle Database 12c R2 Oracle Database Client version 
12.2.0.1.0

Actual Technologies, Oracle version 
5.0.8

Microsoft SQL Server 2014, 2016, 
2017

Microsoft SQL Server Native Client 
version 17.5.1.1

Actual Technologies, Microsoft SQL 
Server version 5.0.8

MySQL Community Server 5.7.21 MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver 
version 8.0.19

Actual Technologies, Open Source 
Databases version 5.0.8
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4.2.2 ［実習］ FileMaker Server でシステム DSN 設定
FileMaker Server を ODBC クライアントアプリケーションとし ESS 機能を利用するには、 FileMaker Server 

上の ODBC データソース アドミニストレーターで、 システム DSN のセットアップをします。
（1） コントロールパネルの検索ボックスに 「odbc」 と入力し、[管理ツール] - [ODBC データソースのセットアッ

プ （64 ビット） ] をクリックします。

図 4-16 FileMaker Server でシステム DSN 設定

（2） [システム DSN] タブを選択して、 [追加] をクリックします。

図 4-17 FileMaker Server でシステム DSN 設定

（3） データソースの新規作成ダイアログボックスで、MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver を選択して、[完了] 
をクリックします。

図 4-18 FileMaker Server でシステム DSN 設定
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（4） Data Source Name に mysql と入力し、 MySQL への接続情報を入力します。

図 4-19 FileMaker Server でシステム DSN 設定

（5） [Test] をクリックして、 MySQL への接続を確認します。 Connection Successful と表示されれば接
続は成功です。

図 4-20 FileMaker Server でシステム DSN 設定

（6） システム DSN が登録されました。 [OK] をクリックして、 ODBC データソースのセットアップを終了します。

図 4-21 FileMaker Server でシステム DSN 設定
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4.2.3 ［実習］ 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加
手順に従って FileMaker Server で共有されたカスタム App に MySQL データベース mysql から actor テー

ブルをシャドウテーブルとして追加してみましょう。

（1） [ファイル] - [管理]- [外部データソース...] をクリックして [外部データソースの管理] ダイアログボックスを
表示します。

図 4-22 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加

（2） [新規...] ボタンをクリックして、 [データソースの編集] ダイアログボックスを表示します。
名前に [mysql] と入力し、 タイプに ODBC を選択します。 [指定...] をクリックして、 ODBC データソー
スを選択ダイアログボックスを表示します。

図 4-23 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加
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（3） FileMaker Server に登録されているシステムDSN の一覧から mysql を選択して、 [OK] をクリックしま
す。

[データソースの編集] において、 必要な場合、 [ユーザ名とパスワードを指定 （すべてのユーザに適用） ] 
を選択して、 [ユーザ名] と [パスワード] を入力します。 [OK] をクリックします。

図 4-24 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加

外部データソースに mysql が追加されました。

図 4-25 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加
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（4） [ファイル] - [管理] - [データベース...] をクリックして、 データベースの管理ダイアログボックスを表示しま
す。

図 4-26 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加

（5） リレーションシップタブを選択し、 [テーブルを追加] をクリックして、 テーブルを指定ダイアログボックスを
表示します。

（6） データソースに mysql を選択し、 [テーブル] リストボックスから actor を選択して [OK] をクリックします。

図 4-27 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加
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（7） リレーションシップグラフに actor が追加されました。 [OK] をクリックしてシャドウテーブルの追加を適
用します。

図 4-28 外部データソースの追加、 シャドウテーブルの追加

以上の操作で、 MySQL データベースのテーブル actor を FileMaker カスタム App にシャドウテーブルとして
追加できました。 actor は、 他の FileMaker テーブルと同様にレイアウト画面での表示や、 スクリプトからの参照
が可能となります。
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4.2.4 ESS 機能のベストプラクティス
ESS 機能によって、 開発者が意識して SQL ステートメントベースでのデータベースへのリクエストを作成する必

要はなくなりますが、 開発者は ESS 機能をより活用するために SQL の知識、 バックエンドの仕組みを理解する
必要があります。 ESS 機能は、 外部 SQL データベースシステムのデータを FileMaker カスタム Appに統合でき
るように設計されていますが、 純粋な FileMaker カスタム App の範囲を超えてソリューションを拡張する手段とし
ては意図されていません。  したがって、 ESS 機能を介して大規模なデータセットにアクセスする場合はより慎重に、
その利用方法を検討する必要があります。 複数の ESS データソースを参照するレイアウトや、 ESS データソースの
あいまい検索、 全件を対象としたソートを行うと、 サーバーへの負荷が大きくなり、 また、 大量のレコードデータ
がカスタム App に転送される恐れがあります。

 以下のベストプラクティス通じて、 接続先のデータベースシステムと連携する最適な方法を検討しましょう。

［ 不要なシャドウフィールドの削除］
ESS 機能を利用すると外部 SQL データベースのテーブルをシャドウテーブルとしてリレーションシップグラフ
に追加できます。 追加されたシャドウテーブルには、 外部 SQL データベース から参照された全てのフィール
ドが含まれています。 レコードデータの転送量を節約するために、 カスタム App の中で必要なフィールドのみ
を残し、 不要なシャドウフィールドを削除することができます。

削除されたシャドウフィールドを復元する必要がある場合や、 追加されたシャドウテーブルの構造を外部デー
タベースの参照元テーブル構造と再同期する必要がある場合は、 [ファイル] - [管理] - [データベース...] - 
[フィールド] タブ から、 [同期] ボタンをクリックします。

［ インデックス有無の確認］
外部 SQL データベースシステムでは、 FileMaker とは異なりインデックス （索引） は自動的に作成されませ
ん。  インデックスが存在しないフィールドへの検索や、インデックスが存在しない照合フィールドを用いたリレー
ションシップの構築は、 システムのパフォーマンス低下につながります。 どのフィールドにインデックスが必要か
を慎重に考え、 それらが外部 SQL データベースに存在することを事前に確認してください。  

外部 SQL データべースのテーブルをリレーションシップグラフに追加すると、 FileMaker は SQL データソー
スに照会して、 プライマリーキーがテーブルに対して定義されているか、 または他のユニークなフィールドや索
引が存在するかどうかを確認します。 主キーが判定できない場合、 シャドウテーブルの1つまたは複数の列を
使用可能なキーとして指定するプライマリーキーマッピングの確認ダイアログが表示されますので、 適切な列
を選択します。 再設定が必要な場合は、 [ファイル] - [管理] - [データベース...] - [フィールド] タブから、[同期] 
ボタンをクリックすると、 プライマリキーマッピングの確認ダイアログが再び表示されます。

［ ビューの活用］
一度に扱う外部 SQL データソースの量を制限することは、 ESS 機能にとって不可欠なベストプラクティスです。
多くの外部 SQL データベースシステムでは、 データベースの内容を絞り込んだビューという仮想テーブルを作
成可能です。

例えば、 50個のフィールドを持つ顧客テーブルが100万レコードある場合、 次の SQL クエリ ：

SELECT 姓、 名、 郵便番号 、 都道府県、 住所、 FROM 顧客 WHERE 地域 = '関東'

に基づいて 「顧客関東」 という名前のビューを作成します。 ビューにはレコードセットのソート順を指定するこ
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とも可能です。 作成したビューは、 クエリの実行結果に基づいて絞り込まれた、 顧客テーブルより小さなデー
タセットとなり、 これをシャドウテーブルとしてカスタム App に追加できます。

［ 検索条件の最適化］
FileMaker では外部 SQL データベースのインデックスを利用できない 「あいまい検索」 が発生する場合が
あります。 この 「あいまい検索」 を避けて 「==」 等のクエリ演算子を明示的に用いた検索条件を作成する
と、 外部SQLデータベース側で効率的な索引を作成するクエリを生成するような傾向があるので、 より良いパ
フォーマンスが得られるでしょう。 そのためには、 独自にカスタマイズした検索画面を用意してインデックスが
存在しないフィールドに検索条件を指定させない、 ユーザが入力した検索条件に 「==」 等のクエリ演算子を
自動付与する等、 ユーザの検索条件を制御する工夫が必要となります。

［ ESS テーブルをソートしない]
検索とは異なり、ESS テーブルのソートはすべて FileMaker で行われます。 FileMaker が大規模な ESS デー
タセットを対象にソートすることは、 大変効率が悪く避けるべきです。

ソートが必要な大きなデータセットを使用して作業する場合、 外部 SQL データベースシステムで、 必要なソー
ト順を組み込んだビューを準備することを検討してください。

一般的に ESS テーブルを対象としたレコードのソートにおいて最適なパフォーマンスを得るには、 数百～数千
のレコードセットに対して行うのが良いようです。
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4.3 Actual ESS Adapter
Actual ESS Adapter は Actual Technologies 社が提供する ESS の拡張機能です。 メーカーまたは Actual 

Technologies 社の提供する ODBC ドライバーをラップすることで、 FileMaker プラットフォームから新たに 
PostgreSQL および IBM Db2 へのライブ接続が可能となりました。 ESS 機能を利用するには、 データベースの
ネイティブ ODBC ドライバをセットアップした後、 さらに 「Actual ESS Adapter」 のセットアップが必要です。 ア
ダプタの DSN を構成するパラメータの一つとして、 ネイティブ ODBC ドライバを構成したシステム DSN を指定
する必要があります。 FileMaker プラットフォームから ESS データソースとして、 これらの外部 SQL データベース
のテーブルを追加する際には、 Actual ESS Adapter 用にセットアップされたシステム DSN を指定します。

4.3.1 Actual ESS Adapter 対応データベース一覧
Actual ESS Adapter 機能に対応した外部 SQL データソースの ODBC ドライバとして、 次の ODBC ドライバ

がサポートされています。

（引用） 外部 SQL データソースの概要
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000029416

データソース Windows ドライバ macOS ドライバ ESS には Actual ESS 
Adapter 1.5.0 が必要

IBM Db2 i 7.3 (AS/400) IBM iSeries Access ODBC 
Driver 13.00.01.00 必要

IBM Db2 Version 11.1 IBM DB2 ODBC Driver 
10.05.800.381 必要

PostgreSQL 9.6.1 PostgreSQL ODBC Driver 
(Unicode) 9.03.04.00

Actual Technologies 
ODBC Driver for Open 
Source Databases 5.0.8 
(PostgreSQL)

必要
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4.3.2 ［実習］ Actual ESS Adapter のセットアップ
手順に従って Actual ESS Adapter をセットアップしてみましょう。 この例では既に PostgreSQL へ接続する

ためのシステム DSN のセットアップ [pgsql] が完了しています。

（1） ODBC Manager を起動して、 システム DSN タブを選択します。 [追加] ボタンをクリックして、 Actual 
ESS Adapter を選択して [OK] をクリックします。

図 4-29 Actual ESS Adapter のセットアップ

（2） [続行] をクリックします。

図 4-30 Actual ESS Adapter のセットアップ
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（3） データソースへの参照に使用する名前を入力して、 適合 DSN に pgsql を選択します。

図 4-31 Actual ESS Adapter のセットアップ

（4） 必要に応じて、 接続先データベースの文字コードなどのオプション項目を設定します。 「閲覧アクセスのみ
許可」 のチェックを選択した場合は、外部データベースへのアクセスは参照権限のみに制限されます。 [続
行] をクリックします。

図 4-32 Actual ESS Adapter のセットアップ
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（5） [テスト] をクリックしてログイン情報を入力すると、 PostgreSQL への接続テストを開始します。 接続に成
功するとテスト結果に 「テストは正常に完了しました。」 と表示されます。

（6） [完了] をクリックしてセットアップを完了します。

図 4-33 Actual ESS Adapter のセットアップ

以降は ESS データソースとして、 その他のデータソースと同じように扱うことができます。 ただし Actual ESS 
Adapter では、 レコードのインポート機能や、 SQL の実行スクリプトステップはサポートされていません。 必要な
場合は Actual ESS Adapter を経由せずに、 該当データベースより提供されているODBCドライバーを直接利用
します。

まとめ
ODBC 接続や ESS 機能を使ってシステム連携を行うと、 SQL の文法や高度なプログラミング言語を習得するこ

となく、 FileMaker のレイアウト画面に、 連携先システムに蓄積されたデータを表示できます。
このように、 FileMaker Pro から他のデータベースに接続することによって、 基幹システムで不足している帳票

や独自にカスタマイズした画面を簡単に開発して利用することができますが、 その反面、 意図しない変更を連携先
システムに加えてしまう可能性は否定できません。 心配な場合は、 ODBC 接続に利用するユーザの権限を 「読み
取り専用」 として、 連携先システムを変更することがないように制限を設けましょう。
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第 5 章 セキュリティと外部認証

目標
 • Active Directory を使って FileMaker Server 外部認証を設定できる
 • 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサインイン
 • OAuth 2.0 認証を利用した外部認証を設定できる
 • Login with Amazon を設定できる
 • Google API Console を設定できる
 • Microsoft Azure AD を設定できる
 • Active Directory フェデレーションサービスを使った外部認証を設定できる （FileMaker 
Server for Linux）

 • カスタム OAuth アイデンティティプロバイダを設定できる

5.1 外部認証
FileMaker Server でカスタム App を共有する場合、 Active Directory または Open Directory で管理され

るアカウント情報を利用してカスタム App へのアクセスを制御する事ができます。 外部認証を利用すると、 それ
ぞれのカスタム App で独立したアカウント管理をしなくても、 認証サーバー上でアカウントの一元管理が可能です。
FileMaker Server で外部認証を利用する理由は他にもいくつか考えられます。

 • 組織が既に Active Directory または Open Directory を利用している。
 • カスタム App が複数のデータベースファイルで構成されている。
 • 高い基準での長さと複雑さの強度を満たす、 パスワードポリシーを組織が強制している。
 • Windows 環境下における、 シングルサインオンの利用。

このように、 FileMaker Server での外部認証の利用は既存の IT 資産の有効活用や、 FileMaker プラットフォー
ム単体では実現できない、 強力で柔軟なパスワード管理を実現し、 ユーザと管理者の双方にメリットを提供します。

一方、 外部認証の利用時には、 認証サーバーおよび、 FileMaker Server のセキュリティを充分に検討してくだ
さい。 例えば、 カスタム App へのグループアクセス情報とファイル自体を不正に入手された場合、 外部認証環境
をシミュレートする事で、 カスタム App にアクセスされるリスクもあります。 このリスクを削減するには、 カスタム 
App のデータベース暗号化を有効にしてください。 データベース暗号化が有効な場合、 FileMaker Server 上で
カスタム App を共有する前に管理者は、 暗号化パスワードの入力が必要です。

それでは早速、 Active Directory を使った外部認証環境をセットアップしていきましょう。
本章では FileMaker Server がアクセス可能な場所に、 以下のディレクトリサービスが稼働していることを前提

に学習を進めます。

ディレクトリサービスの種類 Active Directory
ドメイン fmp.cloud
ドメインに参加するためのアクセス許可のあるアカウント Administrator
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5.1.1 ［演習］ ドメインへの参加
ディレクトリサービスへの外部認証を行うには、 FileMaker Server が稼働するサーバーがドメインのメンバーに

なる必要があります。 以下の手順にしたがって FileMaker Server を設定します。

（1） [コントロールパネル] - [システム] の [コンピューター名、 ドメインおよびワークグループの設定] - [設定
の変更] をクリックします。

（2） 所属するグループに [ドメイン] を選択し、 [fmp.cloud] と入力して [OK] をクリックします。

図 5-1 ドメインへの参加

（3） ドメインに参加するためのアクセス許可のあるアカウントの名前とパスワードを入力して、 [OK] をクリック
します。

図 5-2 ドメインへの参加
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（4） 認証に成功するとウェルカムメッセージが表示され、 FileMaker Server からドメインコントローラーへの
認証が可能になります。

図 5-3 ドメインへの参加

（5） FileMaker Server を再起動します。
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5.1.2 ［演習］ 管理ツールのインストール
サーバーマネージャーを起動して、 Active Directory 管理ツールを追加します。

（1） Windows スタートメニューから、 [サーバーマネージャー] をクリックしてサーバーマネージャーを起動しま
す。

（2） [管理] - [役割と機能の追加] をクリックします。

図 5-4 管理ツールのインストール

（3） [次へ] をクリックします。

図 5-5 管理ツールのインストール
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（4） [役割ベースまたは機能ベースのインストール] を選択して [次へ] をクリックします。

図 5-6 管理ツールのインストール

（5） サーバープールからインストール対象のサーバーを選択して、 [次へ] をクリックします。

図 5-7 管理ツールのインストール

（6） [役割] に何も追加しないで、 [次へ] をクリックします。

図 5-8 管理ツールのインストール



第 5 章　セキュリティと外部認証
　外部認証　

94

（7） [リモートサーバー管理ツール] - [役割管理ツール] - [AD DS および AD LDS ツール] が選択された事
を確認して、 [次へ] をクリックします。

図 5-9 管理ツールのインストール

（8） インストールオプションを確認後、 [インストール] をクリックします。

図 5-10 管理ツールのインストール

（9） インストールが完了したら、 [閉じる] をクリックします。

図 5-11 管理ツールのインストール
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5.1.3 ［演習］ ユーザとグループの追加
FileMaker カスタム App への認証に利用するアカウントをセットアップします。

（1） Windows スタートメニューから、 [Windows 管理ツール] - [Active Directory ユーザとコンピューター] 
をクリックして Active Directory ユーザとコンピューターを起動します。

図 5-12 ユーザとグループの追加

（2） [操作] - [新規作成] -[グループ] をクリックして、 グループ [KANRI] を作成します。

図 5-13 ユーザとグループの追加
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（3） [操作] - [新規作成] - [ユーザー] をクリックして、 ユーザを作成します。 項目は任意の文字列を入力して
ください。 フルネームとユーザーログオン名は必須項目となります。 [次へ] をクリックして、 パスワードと
セキュリティオプションを入力して [次へ] をクリックします。 [完了] をクリックするとユーザが作成されます。

図 5-14 ユーザとグループの追加
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（4） 作成したユーザを選択して、 [操作] - [グループに追加...] をクリックして [グループの選択] ダイアログボッ
クスを表示します。

[選択するオブジェクト名を入力してください] テキストボックスに、 [KANRI] と入力して、 [名前の確認] ボ
タンをクリックします。 オブジェクト名が確認されると、[KANRI] の文字列にアンダーラインが表示されます。

[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

図 5-15 ユーザとグループの追加

外部認証アカウントのセットアップが完了しました。 続いて、 FileMaker Server のセットアップを行います。
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5.1.4 ［演習］ FileMaker Server での外部認証設定
FileMaker Server で外部認証を行うには FileMaker Server Admin Console からセットアップが必要です。

手順に従って外部認証をセットアップします。

（1） [管理] - [外部認証] タブを開きます。 [外部サーバーアカウント ] トグルスイッチ をクリックして、
FileMaker Server の外部認証を有効にします。

図 5-16 FileMaker Server での外部認証設定

（2） FileMaker Pro を利用して、 FileMaker Server で共有しているカスタム App のアカウントに、 先程追
加した認証サーバーのグループ情報を登録します。 アカウントの [認証方法] に 「外部サーバー」 を選択
してグループ名 [KANRI] を登録しました。

図 5-17 FileMaker Server での外部認証設定
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（3） ユーザ 「takaoka」 でログインします。 データビューアでアカウントグループ名と、 アカウントアクセス権
を確認します。 「KANRI、 [Full Access]」 となっている事が確認できました。

図 5-18 FileMaker Server での外部認証設定

Active Directory を利用した、 カスタム App への外部認証環境がセットアップできました。 以降は、 ドメイン
コントローラーにユーザを追加する事で、 カスタム App のアカウントを一元管理できます。
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5.1.5  ［演習］ 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサ
インイン

以前までの FileMaker Server ではグループアクセス権を有効にして [カスタム App を開く／閉じる] といった 
FileMaker Server Admin Console の操作を、 フォルダ単位で管理権限を割り当てることができました。 ルート権
限をもったアカウントの情報を共有しないで FileMaker Server を複数人で管理できるので、 本機能を利用したこと
があるユーザも多いかもしれません。 最新の FileMaker Server ではグループアクセス権機能は廃止されましたが、
ディレクトリサービスで指定されたグループに所属するユーザは、 FileMaker Server Admin Console にサインイン
できます。 手順にしたがってグループに所属するユーザに、 FileMaker Server Admin Console へのサインインを
許可してください。

（1） FileMaker Server Admin Console で [管理] - [外部認証] タブにアクセスします。 [Admin Console 
にサインインするための外部アカウント] の [変更] をクリックします。

図 5-19 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサインイン

（2） FileMaker Server Admin Console へサインインを許可するグループ名を入力し [認証設定を保存] を
クリックします。 有効なグループ名が入力されない場合は、 アラートが表示されます。 グループ名が認識
されると、 [構成済み] となります。

図 5-20 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサインイン
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（3） [Admin Console にサインイン] - [外部アカウント] トグルスイッチをクリックして、 [有効] にします。

（4） FileMaker Server Admin Console からサインアウトします。

図 5-21 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサインイン

（5） FileMaker Server Admin Console へのサインインを許可したグループに所属するユーザとパスワード
を使って、 FileMaker Server Admin Console へのサインインを試みます。 正しく設定がされた場合、
非ルート権限で FileMaker Server Admin Console へサインインできます。

図 5-22 外部アカウントを使った FileMaker Server Admin Console へのサインイン
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5.2 OAuth 2.0 認証
OAuth とは、 認証と承認を行うための標準プロトコルです。 OAuth を利用した認証フローにおいてユーザ

は、 ある Web サービスに対して他の Web サービスを経由してパスワードを与えることなく安全に接続できま
す。 FileMaker プラットフォームで OAuth 認証を使用すると、 ユーザが Amazon、 Google、 および Microsoft 
Azure Active Directory の資格情報を使用してカスタム App にサインインできるようになります。 OAuth 認証
を使うことによる管理者のメリットは、 ユーザのパスワードを管理する必要がないことです。 認証プロバイダを利用
した OAuth 認証を有効にするには、 手順にしたがって認証プロバイダを設定する必要があります。

5.2.1 ドメインの取得
OAuth 認証プロバイダのアカウントを使用するユーザは、 FileMaker Server によって共有されているカスタム 

App を開くときにサーバーの完全修飾ドメイン名を使用する必要があります。 完全修飾ドメイン名に独自ドメインを
使用するには、 希望のトップレベルドメインの取り扱いが可能なレジストラを通じて、 ドメイン名の申請および登録
が必要となります。 独自ドメイン申請の具体的な手続きについては各レジストラにお問い合わせください。

5.2.2 外部 DNS の構築
完全修飾ドメイン名の申請と登録が完了したら、 DNS サーバーのパブリックホステッドゾーンに、 FileMaker 

Server に使用する A レコードを登録します。

DNS サーバーの設定が反映されるまでの時間は、 ご利用の DNSサービスや、 そのゾーンに設定されている 
TTL 値 （Time To Live） と呼ばれるパラメータ等によって違います。

図 5-23 外部 DNS の構築



第 5 章　セキュリティと外部認証
　OAuth 2.0 認証　

103

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

5.2.3 FileMaker サーバー構築
A レコードに設定した IP アドレスを、 FileMaker Server に割り当てて利用できるようにします。 OAuth 認証を

利用するには、 FileMaker Server と認証プロバイダとの間で認証手続きが必要となります。 認証プロバイダから 
FileMaker Server への通信が可能かどうか、 ファイアウォールの設定や、 ネットワーク機器のセキュリティ設定を
再度確認してください。

5.2.4 ［実習］ SSL の申請、 設定
認証プロバイダとの認証および認可の手続きは、 HTTPS プロトコルで行われます。 FileMaker Server で 

HTTPS を利用するには、 FileMaker プラットフォームがサポートする証明機関 （CA） が発行した、 デジタル証明
書を FileMaker Server にインストールする必要があります。 FileMaker Server 「Admin Console では、 GUI
（ GUIとは Graphical User Interface） での署名要求 CSR （ Certificate Signing Request） 作成がサポート
されています。

（引用） FileMaker Server 17 以降でのセキュリティ設定
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000026004

（1） FileMaker Server Admin Console にアクセスして [構成 ] -[SSL 証明書 ] タブにアクセスしま
す。 必要な場合、 [ファイルを削除 ] をクリックして既存の 「 serverCustom.pem」 ファイル および
「serverKey.pem」 ファイルを削除します。

（2） [CSR を作成 ] ボタンをクリックして、 証明書署名要求ダイアログを表示します。
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図 5-24 CSR ファイルの削除

（3） フォームを入力し [作成] ボタンをクリックすると CSR が作成されます。 [コピー] ボタンをクリックして、
作成された CSR をクリップボードにコピーします。 サーバーの 「CStore」 フォルダにプライベートキーファ
イル 「serverKey.pem」 も作成されますので安全な場所へ保存します。

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICozCCAYsCAQAwXjESMBAGA1UEAwwJZm1wLmNsb3VkMRUwEwYDVQQKDAxHZW5l
Y29tIEluYy4xFDASBgNVBAcMC1NoaW5qdWt1LWt1MQ4wDAYDVQQIDAVUb2t5bzEL
MAkGA1UEBhMCSlAwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCl8HkK
XAPYyHFSu76fdqKapURnzXUisxgPR4b1dX68hfkQUem/qWgTb5smsbfLdZy/Ho4r
zVceg5qPpjuZXWHWzGkjW4s6FgtC7fvH5DQkTkzSEXPxDU8FbHNgpA0HmLLxzvKu
3QUkILK6gODGk7eEfQyzwecFwBATbXbN6+qefAdBgNwSJ4KoAnprO9gHOcJuRlGJ
kxTbWmtiNZatBXH2NIl5z7yMYHNjEMqEQgkEmBh58U44vvZfjk/87nBUREvmtTJo
+4duJDXX1mv1d1sLL5kvw+Gx5TKtWA4eoD0Hfg1u/tzrtt7DUe0FtCc0wsMA8F/C
Kvx6Phu+bhC+ivZ3AgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAT6uHF546ff/5
1aM3C00Xn+ercUcTERVGIu5f4Oa66ZN4vaVb/75ey1807EN4jLlI9GneosWmx19Q
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D1TXbP5mb9yXJ6xeUg3RUvqAQVve1GrTqvMiDuWomZ9XBVV1n4VCh0xST7wSsgVp
mOw7rSBL140oNiRxwnlx5Ect756ki64b+g1j+Hql/SSuucSumIHbweVPUoMfodUT
6DtgQsgaH9B8jb2ELImD26U8I7YVc4lkoaw9NxCEJYGFOeV4XqSvP5nqGKrLsXZj
j9PTnsE8YfdkWecdARtpDcC41RqEthFB+FyH3usrwgseF4sxyfIjI+iV48HfcIyh
u0Em4fw0wA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

（4） コピーした CSR を使って、 証明機関 （ CA） から SSL 証明書を購入します。

図 5-25 Admin Console 署名要求の作成

（5） 証明機関 （ CA） で購入した SSL 証明書ファイル、 中間証明書ファイル、 手順 1 で 作成したプライベー
トキーファイルを準備します。 もう一度 FileMaker Server Admin Console にサインインして [構成 ] 
-[SSL 証明書 ] タブにアクセスします。
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図 5-26 CSR 証明書のインポート準備

（6） [カスタム証明書のインポート ] ボタンをクリックして、 [証明書のインポート ] ダ イアログを表示して、 画面
の指示に従います。」

図 5-27 SSL 証明書のインポート
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（7） 証明書のインポートに成功すると、 ダイアログが表示されます。

カスタム証明書を有効にするには」 [OK] をクリックして FileMaker Server のサービス （Windows）、
またはバックグラウンドプロセス （macOS） を再起動します。

図 5-28 SSL 証明書のインポート

5.2.5 認証プロバイダの設定
FQDN および SSL 証明書を準備し、 FileMaker Server へそれらの設定が反映されたら、 認証プロバイダの

登録と設定を行います。 以下の手順を参考にし、画面の指示にしたがって認証プロバイダの設定を完了してください。

（引用） オープン認証 （OAuth） 資格情報を使用したソリューションへのアクセス
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000025886
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5.3 Login with Amazon
Login with Amazon は OAuth 2.0 に基づく認証プロバイダです。 Login with Amazon を利用すると、

Amazon のユーザ名とパスワードを使用して、 サードパーティの Web サービスや、 アプリケーションに認証フロー
を利用できます。 必要に応じて Login with Amazon で使用するアカウントを作成してください。

5.3.1 ［実習］ Login with Amazon 設定方法
（1） Amazon Developer Services（https://developer.amazon.com/ja/） にアクセスします。 右上の [ロ

グイン] ボタンをクリックします。

図 5-29 Login with Amazon への登録

（2） E メールまたは携帯電話番号でログインをします。

※ アカウントを作成していない場合、 画面の指示に従い、 アカウントを作成してください。

図 5-30 Login with Amazon への登録
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（3） 右上の [開発者コンソール] をクリックします。

図 5-31 Login with Amazon への登録

（4） Login with Amazon メニューから Login with Amazon コンソール （トップ画面） にアクセスします。 [セ
キュリティプロファイルを新規作成] ボタンをクリックして、 セキュリティプロファイル管理画面を表示します。

図 5-32 Login with Amazon
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（5） セキュリティプロファイル名、 セキュリティプロファイルの説明、 プライバシー規約同意書 URL を入力して 
[保存] をクリックします。

図 5-33 Login with Amazon

（6） [歯車] アイコンをクリックして [セキュリテイプロファイル管理] 画面を表示します。

図 5-34 Login with Amazon
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（7） [ウェブ設定] タブを表示し、 クライアント ID をメモします。 [シークレットを表示] をクリックして、 クライ
アントシークレットをメモします。 [編集] ボタンをクリックします。

図 5-35 Login with Amazon

（8） 許可された返信 URL に以下の内容を入力します。

https:// [FileMaker Server の FQDN] /oauth/redirect

（9） [保存] をクリックして、 セキュリティプロファイルを保存します。

図 5-36 Login with Amazon
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（10） FileMaker Server Admin Console にサインインして、 [管理] - [外部認証] タブをクリックします。

（11） [アイデンティティ認証設定] - [Amazon] の [変更] をクリックして、 フォームを表示します。

（12） 先程メモしたクライアント ID、 クライアントシークレットを入力して [認証設定を保存] をクリックします。

図 5-37 Login with Amazon

（13） [データベースにサインイン] - [Amazon] のトグルスイッチをクリックして有効にします。 Login with 
Amazon を使った、 カスタム App へのサインインが有効になりました。

図 5-38 Login with Amazon
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（14） FileMaker Pro で カスタムApp を 開き [管理] - [セキュリティ] から、 FileMaker カスタム App のアカ
ウント認証方法に、 [Amazon] を指定したアカウントを登録します。

図 5-39 Login with Amazon

（15） アカウント登録が完了すると、 カスタム App サインインダイアログに、 [または次を使用してサインイン] - 
[Amazon] ボタンが表示されます。

図 5-40 Login with Amazon
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（16） [Amazon] ボタンをクリックすると、 Web ブラウザが起動し Amazon へのログイン画面が表示されます。
Amazon で利用可能な、 Eメールアドレスまたは電話番号、 パスワードを入力して [ログイン] ボタンをク
リックします。

図 5-41 Login with Amazon

（17） ログインに成功すると、 2 段階認証画面が表示されます。 Amazon Developer アカウントに登録した携
帯電話にワンタイムパスワードが送信されます。 セキュリティコードをメモしてフォームに入力します。

図 5-42 Login with Amazon
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（18） 許可ページが表示されます。 [許可] ボタンをクリックしてアクセスを許可します。 すべての手続きが成功
すると、 Login with Amazon アプリケーションに登録した FileMaker Server リダイレクト URL に画面
が遷移します。

（19） [このページで FileMaker Pro を開くことを許可しますか？ ] とダイアログが表示されるので、 [許可] ボタ
ンをクリックします。

図 5-43 Login with Amazon

（20） カスタム App にサインインできます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を確認してください。
認証方式 Amazon で登録した アカウント情報が確認できます。

図 5-44 Login with Amazon
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5.4 Google API Console
Google API Console は OAuth 2.0 に基づく認証プロバイダです。 Google API Console を利用すると、

Gmail、 Google Play、 Google+ といった、 既存の Google サービスのアカウントを使用して、 サードパーティの 
Web サービスや、 アプリケーションに認証フローを利用できます。 必要に応じて Google API で使用するアカウン
トを作成します。

5.4.1 ［実習］ Google API Console 設定方法
（1） Google API Console （https://console.developers.google.com/project?hl=ja） にアクセスしし

ます。

（2） メールアドレスまたは電話番号でログインをします。 ※ アカウントを作成していない場合、 画面の指示に
従ってアカウントを作成してください。

図 5-45 Google アカウントの登録

（3） Google API Console にアクセスします。 [プロジェクトを作成] ボタンをクリックして OAuth 認証を利
用するためのプロジェクトを作成します。 [プロジェクト名] に任意のプロジェクト名を入力して [作成] ボタ
ンをクリックします。
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図 5-46 プロジェクトを作成

（4） プロジェクトが作成されました。 [ドメインの確認] タブに移動します。 Google API Console を使ったカ
スタム App への外部認証を実装するためには、 利用するドメインを所有していることを証明する必要が
あります。

[Add domain] ボタンをクリックして [Webhook 通知の設定] ダイアログを表示します。

図 5-47 プロジェクトを作成

[ドメイン] に FileMaker Server の FQDN を入力し、 [ドメインを追加] ボタンをクリックします。

ドメインの所有権が未確認の場合、 Google Search Console で所有確認を行う必要があります。 [確認
する] ボタンをクリックします。
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図 5-48 プロジェクトを作成
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（5） Google Search Console 画面が表示されます。 URL プレフィックスを選択し、 FileMaker Server の 
FQDN を入力して、 [続行] ボタンをクリックします。

※ ドメインレコードを使った確認方式では、 Google の指定する任意の文字列を DNS TXT レコードに登
録する必要があります。 しかしながら登録した DNS TXT レコードが浸透して Google から確認でき
るようになるまでに、 しばらく時間がかかります。

図 5-49 Goolgle Search Console の設定

（6） 所有権の確認画面では、 おすすめの確認方法として HTML ファイルを使った方法が表示されています。
手順に従って、 確認用の HTML ファイルをダウンロードします。

図 5-50 Goolgle Search Console の設定
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（7） ブラウザでの作業を一時中断して、 FileMaker Server が稼働している Windows OS にログインします。
先程ダウンロードした確認用の HTML ファイルを、 FileMaker Server の HTTP Server のルートディレ
クトリに配備します。

図 5-51 Goolgle Search Console の設定

（8） 再びブラウザを操作します。 [確認] ボタンをクリックします。 FileMaker Server にアップロードした 確
認用の HTML ファイルが Google から確認されると、 プロパティに FileMaker Server の FQDN が追
加されます。

図 5-52 Goolgle Search Console の設定
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（9） Google API にアクセスします。 [ドメインの確認] タブで [Add domain] ボタンをクリックし [Webhook 
通知の設定] ダイアログを表示します。

図 5-53 ドメインの確認

（10） [ドメイン] に FileMaker Server の FQDN を入力し [ドメインを追加] ボタンをクリックします。 今度は、
認証情報に FileMaker Server のFQDN が追加されました。

図 5-54 ドメインの確認
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（11） 続いて [OAuth 同意画面] タブを表示します。 [User Type] に、 外部を選択し [作成] ボタンをクリック
します。 [アプリケーション名] に任意のアプリケーション名、 [承認済みドメイン] に、 先程登録したドメイ
ンを入力して、 [保存] ボタンをクリックします。

図 5-55 OAuth 同意画面
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（12） [認証情報] タブに移動します。 [アプリケーション] の種類に [ウェブアプリケーション]、 [名前] に任意の名
前を入力して [作成] ボタンをクリックします。 作成が完了すると OAuth クライアントダイアログが表示さ
れます。 [クライアントID]、 [クライアントシークレット] をメモします。

（13） 許可された返信 URL に以下の内容を入力します。
https:// [FileMaker Server の FQDN] /oauth/redirect

図 5-56 認証情報
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（14） FileMaker Server Admin Console にサインインして [管理] - [外部認証] タブに移動します。

（15） [アイデンティティ認証] の [Google] の [変更] をクリックして、 フォームを表示します。

（16） 先程メモしたクライアント ID、 クライアントシークレットを入力して [認証設定を保存] をクリックします。

図 5-57 FileMaker Server Admin Console の外部認証 （Google） の設定

（17） [データベースにサインイン] の [Google] のトグルスイッチをクリックして有効にし、 Google API 
Console を使った認証を有効にします。
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図 5-58 FileMaker Server Admin Console の外部認証 （Google） の設定
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（18） FileMaker Pro でカスタムApp を開き [管理] - [セキュリティ] から、 アカウント認証方法に、 [Google] 
を指定したアカウントを登録します。

図 5-59 カスタム App に Google アカウントを登録

（19） アカウント登録が完了すると、 カスタム App サインインダイアログに、 [または次を使用してサインイン] 項
目と共に、 [Google] ボタンが表示されます。

図 5-60 FileMaker Pro サインイン画面
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（20） [Google] ボタンをクリックすると、 Web ブラウザが起動し Google へのログイン画面が表示されます。
Google で利用可能な、 E メールアドレス、 パスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリックします。

図 5-61 Web ブラウザでの Google サインイン

（21） ログインに成功すると、 許可ページが表示されます。 [許可] ボタンをクリックしてアクセスを許可します。
すべての手続きが成功すると、 Google API Platform アプリケーションに登録した FileMaker Server 
のリダイレクト URL に画面が遷移します。
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（22） [このページで FileMaker Pro を開くことを許可しますか？ ] とダイアログが表示されるので、 [許可] ボタ
ンをクリックします。

図 5-62 Web ブラウザでの Google サインイン

（23） カスタム App にサインインできます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を確認してください。
認証方式 Google で登録した アカウント情報が確認できます。

図 5-63 Google アカウントを使用してサインイン
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5.5 Microsoft Azure AD
Microsoft Azure Active Directory (AD) は OAuth 2.0 に基づく認証プロバイダです。 Microsoft Azure AD 

を利用すると、 Microsoft Azure AD で管理されるユーザアカウントを使用して、 サードパーティの Web サービスや
アプリケーションに認証フローを利用できます。 必要に応じて Microsoft Azure AD で使用するアカウントを作成し
てください。

5.5.1 ［実習］ Microsoft Azure AD 設定方法
（1） 必要な場合、 新規 Microsoft アカウントを作成します。

（https://azure.microsoft.com/ja-jp/）
（2） メールアドレス、 電話番号または Skype でログインをします。 ※ アカウントを作成していない場合、 画

面の指示に従ってアカウントを作成してください。

図 5-64 Azure AD 設定方法

（3） Microsoft Azure ポータルにアクセスします、 [Azure Active Directory] をクリックして既定のディレク
トリを設定します。

図 5-65 Azure AD 設定方法
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（4） [プロパティ] 管理ページを表示して、 [テナントID] をメモします。

図 5-66 Azure AD 設定方法

（5） [アプリの登録] 管理ページを表示して [新規登録] ボタンをクリックします。

図 5-67 Azure AD 設定方法
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（6） 画面の指示に従いアプリケーションを作成します。 [リダイレクト URI] を以下の形式で入力し、 [作成] ボ
タンをクリックします。
https:// [FileMaker Server の FQDN] /oauth/redirect

図 5-68 Azure AD 設定方法

（7） アプリケーションが作成されました。 [アプリケーション ID] をメモします。

図 5-69 Azure AD 設定方法
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（8） [証明書とシークレット] 管理ページを表示します。 [新しいクライアントシークレット] ボタンをクリックして、
クライアントシークレット画面を表示します。
[説明] と[有効期間] をそれぞれ指定して、 [追加]ボタンをクリックすると、 クライアントシークレットが作成
されます。 作成されたクライアントシークレットの [値] をメモしてください。

図 5-70 Azure AD 設定方法
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（9） FileMaker Server Admin Console にサインインして、 [管理] - [外部認証] タブをクリックします。

（10） [アイデンティティ認証] の [Microsoft] の [変更] をクリックして、 フォームを表示します。

（11） 先程メモした [Azure アプリケーション ID] をアプリケーション （クライアント） ID に、 [Azure キー] を ク
ライアントシークレットに、 [Azure ディレクトリ ID] をテナントID を入力して [認証設定を保存] をクリック
します。

図 5-71 FileMaker Server Admin Console の外部認証 （ Azure AD ） の設定

（12） [データベースにサインイン] - [Microsoft] のトグルスイッチをクリックして Azure AD を使った認証を有
効にします。

図 5-72 FileMaker Server Admin Console の外部認証 （ Azure AD ） の設定
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（13） FileMaker Pro でカスタムApp を開き、 [管理] - [セキュリティ] から認証方法に [Microsoft Azure AD] 
を指定したアカウントを登録します。

図 5-73 カスタム App に Azure AD のアカウントを登録

（14） アカウント設定が完了すると、 カスタム App サインインダイアログに [または次を使用してサインイン] 
-[Microsoft] ボタンが表示されます。

図 5-74 FileMaker Pro サインイン画面
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（15） [Microsoft] ボタンをクリックすると、 ブラウザが起動し Microsoft へのサインイン画面が表示されます。
Microsoft Azure AD で利用可能な、 Eメールアドレス、 パスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリッ
クします。

図 5-75 Azure AD アカウントを使ったログイン

（16） ログインに成功すると、 許可ページが表示されます。 [承諾] ボタンをクリックしてアクセスを許可します。
すべての手続きが成功すると、 Microsoft Azure AD アプリケーションに登録した URL に画面が遷移し
ます。

図 5-76 Azure AD アカウントを使ったログイン
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（17） [このページで FileMaker Pro を開くことを許可しますか？ ] とダイアログが表示されるので、 [許可] ボタ
ンをクリックします。

図 5-77 Azure AD アカウントを使ったログイン

（18） カスタム App にサインインできます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を確認してください。
認証方式 Microsoft Azure AD で登録した アカウント情報が確認できます。

※ 初回サインイン時にはパスワードの更新が要求される場合があります。

図 5-78 Azure AD 設定方法
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孫 TO （テーブルオカレンス） ポータル上で、 子 TO フィールドでのソート指定
FileMaker プラットフォームでは、 関連レコードをポータルに表示することが出来ますが、 ソートに指定できるフィールドは、

関連レコードに指定した TO からしか選択できません。
したがって、 [親 - 子 - 孫] と関連するリレーション

シップがある場合、 親レコードの画面におかれた [孫 
TO] ポータル上では、 [子 TO] のフィールドをソート条
件に指定できないと思われがちですが、 ポータルの関
連レコードに指定する TO を一時的に [子 TO] に変更
することで、 [子 TO] のフィールドからもソート条件を
選択できます。 ※ソートフィールドの選択が終わったら、
再び [孫 TO] に戻します。

ポータルのソート順を細かくコントロールして、 使
い勝手のよいカスタム App を開発を目指してください。
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5.6 Microsoft Azure AD グループ
Microsoft Azure AD では、 カスタム App へのアクセス権をグループを使って割り当てることができます。 例

えば、 マネージャー権限を有するアカウントで構成される Manager グループを Microsoft Azure AD に作成して、
対応するグループベース認証アカウントをカスタム App に作成すると、 Manager グループのアクセス権限を、 カス
タム App セキュリテイ設定で一元管理することが可能です。

新規マネージャーを追加する場合は、 Microsoft Azure AD にアカウントを追加して Manager  グループにアカ
ウントを割り当てるだけで設定が完了します。 また、 Manager グループからアカウントを削除した場合は、 カスタ
ム App からその割り当ても削除されます。 必要に応じて Microsoft Azure AD で使用する独自ドメインを登録し
ます。

5.6.1 ［演習］ Microsoft Azure AD グループ設定方法
（1） Microsoft Azure ポータルを開き、 Azure Active Directory、 [カスタム ドメイン名] 管理ページを表示

してドメイン名を追加します。 [カスタムドメインを追加] ボタンをクリックします。

図 5-79 Azure AD グループ設定方法

（2） ドメインの所有を証明するために、 DNS パブリックゾーンに指定された TXT レコードを追加します。 本
書では、 Route 53 に TXT タイプレコードを追加しました。

TXT タイプレコードを追加した後、 設定内容が反映されるまでしばらく待機します。

Microsoft Azure が TXT レコードの存在を確認すると、 Microsoft Azure 上で独自ドメインを利用した
ユーザの作成が可能となります。
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図 5-80 Azure AD グループ設定方法
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（3） 再び、 Microsoft Azure ポータル を開き、 Azure Active Directory、 ユーザとグループ、 [すべてのユー
ザー] 管理ページを表示します。

図 5-81 Azure AD グループ設定方法

（4） [新しいユーザー] をクリックして必要な情報を入力し、 [作成] をクリックします。 本演習では新規ユーザと
して、 [takaoka@fmp.cloud] を作成しました。

図 5-82 Azure AD グループ設定方法
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（5） Azure Active Directory、 ユーザとグループ、 [すべてのグループ] 管理ページを表示します。 本演習で
はグループの種類 [セキュリティ]、 グループ名として、 [Manager] を作成しました。

図 5-83 Azure AD グループ設定方法

（6） [メンバーが選択されていません] リンクをクリックして、 手順 4 で作成したユーザ [takaoka@fmp.
cloud] をメンバーに割り当てます。

メンバーを選択したら [選択] ボタンをクリックします。

さらに、 グループの [作成] ボタンをクリックして、 グループを作成します。

※  メンバーを後から追加するには、 Azure Active Directory、 ユーザとグループ、 すべてのグループ、 
グループ名、 [メンバー] 管理ページより、 [メンバーの追加] をクリックして追加します。
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図 5-84 Azure AD グループ設定方法

（7） グループの作成に成功したら、 [プロパティ] 管理ページを表示して、 Manager グループの [オブジェクト 
ID] をメモします。

図 5-85 Azure AD グループ設定方法
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（8） 最後に、 グループベース認証を許可するために、 アプリケーションのマニフェストを修正します。 Azure 
Active Directory、 アプリの登録、 アプリケーション名、 [マニフェスト] 管理ページを表示します。 マニフェ
スト編集画面から、 [groupMembershipClaims] を見つけ出し、 "Null" から "SecurityGroup" に変
更し、 [保存] をクリックします。

図 5-86  Azure AD グループ設定方法

（9） FileMaker Pro でカスタム App を開き、[管理] - [セキュリティ] から、 アカウント認証方法に、[Microsoft 
Azure AD] を指定してアカウントを登録します。

（10） [グループまたはユーザ] ではグループを選択し、

[グループ名 （オブジェクト ID） ]には、 先程メモした [オブジェクト ID] を入力し、 適切なアクセス権セッ
トを選択して、 [OK] をクリックします。

図 5-87 カスタム App に Azure AD グループを設定
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（11） アカウント登録が完了すると、 カスタム App サインインダイアログに、 [または次を使用してサインイン] 項
目と共に、 [Microsoft] ボタンが表示されます。

図 5-88 FileMaker Pro サインイン画面
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（12） [Microsoft] ボタンををクリックすると、 Web ブラウザが起動し Microsoft へのログイン画面が表示さ
れます。 Microsoft で利用可能なアカウントでログインします。

図 5-89 Azure AD グループ設定方法
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（13） ログインに成功すると、 許可ページが表示されます。 [承諾] ボタンをクリックしてアクセスを許可します。
すべての手続きが成功すると、 Microsoft Azure AD アプリケーションに登録した URL に画面が遷移し
ます。

図 5-90 Azure AD グループ設定方法

（14） [このページで FileMaker Pro を開くことを許可しますか？ ] とダイアログが表示されるので、 [許可] ボタ
ンをクリックします。

図 5-91 Azure AD グループ設定方法
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（15） カスタム App にサインインできます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を確認してください。

Microsoft Azure AD グループベース認証に成功すると、Get（ アカウントグループ名 ） を使用してグルー
プオブジェクト ID を取得できます。

図 5-92 Azure AD グループ設定方法

まとめ
システム管理者にとって、 利用者のパスワードを管理することは大切な業務のひとつです。 しかしながら利用者

の多い組織では、 カスタム App に備わっている標準セキュリティ機能のみで、 アカウントを管理するには限界があ
るかもしれません。 アカウントのメンテナンスにかかる業務を軽減しつつも、 組織が要求するセキュリティポリシー
の基準を満たすには、 外部認証の導入を一度検討してみてください。
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5.7 Active Directory フェデレーションサービスを使った外部認証
本章では既に、 Active Directory （以下 AD） を利用した外部認証の設定を学習しました。 カスタム App へ

のアクセス制御に AD で管理されたアカウント情報を利用することで FileMaker Server 単体では実現できない、
アカウントの一元管理や、 強力で柔軟なパスワード管理が実現できます。

しかしながら AD を使った外部認証を利用する為には、 組織のドメインに FileMaker Server が参加している必
要があります。 例えば FileMaker Server が組織のドメイン外のネットワークで管理されドメインに参加できない場
合 AD を使った外部認証を利用するにはどうしたらよいでしょうか ?

そこで登場するのがActive Directory フェデレーションサービス （Active Directory Federation Service; 以
下、 AD FS） です。  AD FS はドメインに物理的に属すことができない、 サーバーおよびアプリケーションに対して
ADで管理されたアカウント情報による認証を許可します。 本節では FileMaker Server for Linux のアクセス制
御に AD FS を使った外部認証の設定方法を学習します。

（参考） Wikipedia Active Directory Federation Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory_Federation_Services
（参考） External Authentication for Linux （英語）
https://support.claris.com/s/answerview?language=en_US&anum=000035263

5.7.1 ［実習］ Active Directory フェデレーションサービスの環境準備
FileMaker Server for Linux から AD FSへの外部認証を行うためにはAD と AD FS とが稼働した環境を準

備する必要があります。 本書では以下の設定を用いてAD、 AD FS を同一サーバーで稼働させて検証を行いました。
実際の運用環境は以下の URL を参考にして構築してください。 AD のセットアップは 演習 5.1 で登録したユーザー
名、 グループ名を利用しています。

設定項目 設定内容
ドメイン名 fmp.cloud
AD FS フェデレーションサービス名 fs.fmp.cloud

（参考） Install the AD FS Role Service
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/deployment/install-the-ad-fs-role-service



第 5 章　セキュリティと外部認証
　Active Directory フェデレーションサービスを使った外部認証　

149

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

5.7.2  ［実習］ Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループ
の作成

以下の手順にしたがって AD FS アプリケーショングループを作成します。

（1） [スタートメニュー] - [Windows 管理ツール] - [AD FS の管理] をクリックします。

図 5-93 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

（2） [AD FS の管理] 左ペインで [アプリケーショングループ] を選択します。

図 5-94 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成
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（3） [操作] – [アプリケーショングループの追加]　を選択します。

図 5-95 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

（4） [アプリケーショングループの追加ウィザード] が起動します。 [名前] に任意の名称を入力します。 [テンプ
レート] には [Web API にアクセスするサーバーアプリケーション] を選択して [次へ] をクリックします。

図 5-96 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成
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（5） [クライアント識別子] をメモします。 [リダイレクト URI] に以下の URI を入力します。

https://FileMaker Server for LinuxのFQDN/oauth/redirect

[次へ] をクリックします。

図 5-97 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

（6） [共有シークレットを生成する] にチェックをいれます。 [クリップボードへコピー] をクリックして、 生成され
た共有シークレットをメモします。

図 5-98 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成
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（7） [識別子] に先程ステップ (5) でメモした [クライアント識別子] を入力して [追加] をクリックします。 [次へ] 
をクリックします。

図 5-99 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

（8） [アクセス制御ポリシー] に [すべてのユーザーを許可] を選択します。 [次へ] をクリックします。

図 5-100 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成



第 5 章　セキュリティと外部認証
　Active Directory フェデレーションサービスを使った外部認証　

153

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

（9） [許可されているスコープ] で、 次のスコープにチェックを入れて有効にします。

[allatclaims]、 [email]、 [openid]、 [profile]

[次へ] をクリックします。

図 5-101 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

（10） 設定内容を確認して [次へ] をクリックします。

図 5-102 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成
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（11） [閉じる] ボタンをクリックします。

図 5-103 Active Directory フェデレーションサービス アプリケーショングループの作成

5.7.3  ［実習］ Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの
設定

以下の手順にしたがって AD FS Web API プロパティを設定します。

（1） [AD FS の管理] 左ペインで [アプリケーショングループ] を選択します。実習 5.7.2 で作成した [アプリケー
ショングループ] をダブルクリックします。

図 5-104 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定
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（2） [Web API] の名前を選択して [編集] ボタンをクリックします。

図 5-105 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定

（3） Web API のプロパティから [発行変換規則] タブをクリックして [規則の追加] ボタンをクリックします。

図 5-106 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定
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（4） [変換要求規則の追加ウィザード] が起動します。 [変換規則テンプレート] として [LDAP 属性を要求とし
て送信] を選択して [次へ] をクリックします。

図 5-107 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定

（5） [要求規則名] に任意の名称を入力、 [属性ストア] に [Active Directory] を選択、 [LDAP 属性の出力方
向の要求の種類への関連付け] に以下の属性を追加します。

LDAP 属性 出力方向の要求の種類
E-Mail Address email
Surname Surname （直接タイプして入力）
Given-Name Given Name
Token Groups – 名前の指定無し Groups （直接タイプして入力）
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入力が完了したら [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

図 5-108 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定

（6） [適用] ボタンをクリックして [変換要求規則の追加ウィザード] を終了します。

図 5-109 Active Directory フェデレーションサービス Web API プロパティの設定
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5.7.4 ［実習］ FileMaker Server for Linux 外部認証の設定
以下の手順にしたがって FileMaker Server for Linux外部認証を設定します。

（1） FileMaker Server Admin Console にサインインします。

[管理] – [外部認証] を表示します。 [アイデンティティ認証設定] – [AD FS] – [変更] リンクをクリックし
て設定項目を表示します。

図 5-110 FileMaker Server for Linux 外部認証の設定

（2） 実習 5.7.2 でメモした識別子、 共有シークレットをそれぞれ、 [AD FS アプリケーション ID]、 [AD FS ア
プリケーション シークレット] に入力します。

[AD FS サーバーホスト] には、 AD FS サーバーFQDN を入力します。 [認証設定を保存] ボタンをクリッ
クして設定を保存します。
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図 5-111 FileMaker Server for Linux 外部認証の設定

（3） [データベースにサインイン] – [外部サーバーアカウント] および [AD FS] トグルスイッチをクリックして [有
効] にします。

図 5-112 FileMaker Server for Linux 外部認証の設定
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5.7.5 ［実習］ カスタム App に AD FS 外部認証を設定
以下の手順にしたがって カスタム App に AD FS外部認証を設定します。

（1） 実習 5.6.4 で設定した FileMaker Server for Linux で共有されているカスタム App にサインインしま
す。 [ファイル] – [管理] – [セキュリティ] をクリックして [セキュリティの管理] ダイアログボックスを表示し
ます。

（2） [認証方式] が FileMaker ファイルまたは外部サーバーであることを確認して、 新規アカウントを作成しま
す。

[認証方法] に外部サーバー [グループ名] に AD で管理されている任意のグループ名を入力します。 [ア
クティブ] チェックボックスが有効なことを確認して、 適切な [アクセス権セット] を選択して [OK] ボタンを
クリックします。

図 5-113 カスタム App に AD FS 外部認証を設定
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5.7.6 ［実習］ AD FS 外部認証を使ったカスタム App へのサインイン
以下の手順にしたがって カスタム App に AD FS外部認証を使ってサインインします。

（1） 実習 5.7.5 で設定したカスタム App にアクセスします。 サインインフォームが表示されたら [AD FS] ボ
タンをクリックします。

図 5-114 AD FS 外部認証を使ったカスタム App へのサインイン

（2） AD FS 認証フォームが表示されます。 AD で管理されているアカウントとパスワードを入力します。

図 5-115 AD FS 外部認証を使ったカスタム App へのサインイン
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（3） アカウント認証に成功すると FileMaker Server にリダイレクトされます。 AD、 AD FS、 FileMaker 
Server for Linux、 カスタム App すべての設定内容に誤りがない場合は [このページで “FileMaker 
Pro を開くことを許可しますか?” ] とダイアログが表示されるので [許可] をクリックしてカスタム App に
サインインします。

図 5-116 AD FS 外部認証を使ったカスタム App へのサインイン

（4） AD で管理されたアカウント名、 グループ名でサインインに成功していることを確認します。

図 5-117 AD FS 外部認証を使ったカスタム App へのサインイン
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Active Directory フェデレーションサービス を利用した、 カスタム App への外部認証環境がセットアップできま
した。 以降は、 ドメインコントローラーのユーザとグループを使って、 物理的にドメインに参加できないFileMaker 
Server for Linuxで共有されているカスタム App にサインインできます。

AD FS を使った外部認証設定 Tips
著者がActive Directory フェデレーションサービス を使った外部認証を FileMaker Server for Linux で利用するにあたり、

いくつか確認するポイントを紹介します。

その1
Active Directory フェデレーションサービスをインストールする途中で 「このサービスに必要な SPN は、 別の Active 

Directory アカウントで既に設定されています。 別のフェデレーションサービス名を選択して、 再実行してください。」 と警告
が表示される場合があります。 このままインストールを進め、 AD FS および FileMaker Server for Linux の外部認証設定
を完了させることもできますが、 AD FSを使ったカスタム Appのサインインを行い FileMaker Serve にリダイレクトされても 
"Authentication Failed" とブラウザに表示され認証に失敗するケースがありました。 充分な裏付けはございませんが AD FS 
のフェデレーションサービス名がドメインに登録されている、 他のコンピューター名と重複している可能性がありますので、 AD 
FS を再インストールして、 重複しない別の名称をAD FS のフェデレーションサービス名として登録することで解決する場合があ
ります。 （AD FS のフェデレーションサービス名は FQDN として DNS で名前解決できることをご確認ください。） 特にAD と 
AD FS を同一サーバーで稼働させた場合、 このような設定が発生しやすいかと思われます。
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その2
AD FS のインストール中、 セキュリティが強化されたWindows ファイアウォールの AD FS 自動設定が有効にならず失敗す

る場合があります。 手動でファイアウォールを有効にして解決できました。

その3
FileMaker Server for Linux と AD FS とで設定されている時刻の差が 5 分以上ある場合、 AD FS を使ったカスタム App 

外部認証は失敗します。 両サーバーの時刻設定を確認して、 タイムゾーンを東京にあわせた、 時刻の自動設定を有効すること
をお勧めします。

その4
AD FS アプリケーショングループの作成時、 許可されているスコープに [allatclaims] が表示されない場合があります。 充

分な裏付けはございませんが AD FS や Windows Server のバージョンが古い場合がありますのでマイクロソフトウェブサイト
のサポート情報をご確認ください。
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5.8 カスタム OAuth アイデンティティプロバイダ
最新の FileMaker Server では、 外部認証に独自のカスタム OAuth アイデンティティプロバイダを構成し、

FileMaker カスタム App へのログイン ・ アクセス権限付与の仕組みとして利用できるようになりました。

カスタム App への認証 ・ 認可の仕組みを IdPs に委ねることで、 開発者は本来のカスタム App 付加価値の創
造に注力できますし  IdPs が提供するユーザ管理サービスを利用すれば、 ログイン履歴やユーザの利用状況を容易
に把握することができます。

本節では Auth0 をカスタム OAuth アイデンティティプロバイダとして構成し、 カスタム App での利用方法を学
習します。

※ この章ではカスタム OAuth アイデンティティプロバイダとして Auto0 を使用しておりますが、 あくまでも一例
としてのご紹介となります。 ご了承ください。

（引用） Claris FileMaker Pro 19.4.1 リリースノート
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000035725

5.8.1 ［演習］ Auth0 設定方法
（1） Auth ０ （https://auth0.com/jp） にアクセスします。 アカウントをお持ちでない場合は、 画面の指示

にしたがい、 アカウントを作成してください。

（2） [ログイン] ボタンをクリックして、 ログインフォームから Auth0 トップページにアクセスします。
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図 5-118 Auth0

（3） カスタム App を利用するユーザを作成します。 [User Management] メニューをクリックして [User] を
選択します。
ユーザの一覧が表示されます。 [+ Create User] ボタンをクリックして新規ユーザフォームを表示します。
Connection にはデフォルトの 「Username-Password-Authenication」 を指定します。
必要なフィールドを入力して [Create] ボタンをクリックします。 ユーザが作成されました。 ユーザが作成
されると登録した email アドレスにアカウントの確認メールが届きます。
表示されている確認リンク [Verify Link] をクリックして確認作業を完了させてください。
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図 5-119 Auth0
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（4） [Applications] メニューをクリックして [Applications] を選択します。

アプリケーションの一覧が表示されます。 [+ Create Application] ボタンをクリックして新規アプリケー
ションフォームを表示します。

[Name] にアプリケーションの任意の名称、 [Regular Web Applications ] をタイプに指定し [Create] 
ボタンをクリックします。 アプリケーションが作成されました。

図 5-120 Auth0
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（5） ページをスクロールして、 アプリケーション Basic Information から、 FileMaker Server  カスタム IdP 
認証設定に必要な [Client ID]、 [Client Secret] をメモします。

図 5-121 Auth0

（6） ページをスクロールして、 Application URIs の [Allowed Callback URLs] に FileMaker Server のリ
ダイレクト URL を設定します。 リダイレクト URL は以下の通りです。
https://[あなたのドメイン]/oauth/redirect

さらに IdPs の検証に必要な以下の URL も登録します。
https://oidcdebugger.com/debug

図 5-122 Auth0

（7） 画面下部にある [Advanced Settings] をクリックして [Endpoints] タブを表示します。 以下の URL 
をメモします。

OAuth Authorization URL
OAuth Token URL

OAuth User Info URL
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それぞれ、 以下の FileMaker Server のカスタム IdP 認証設定に対応しています。

認証コードエンドポイント
認証トークンエンドポイント
認証プロファイルエンドポイント

必要な場合、 カスタム IdP アイコンエンドポイントに Application Logo 画像の URL をメモしておきます。

図 5-123  Auth0
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（8） [Applications] メニューをクリックして [APIs] を選択します。

API の一覧が表示されます。 [+ Create API] ボタンをクリックして新規 API フォームを表示します。

[Name] に API の任意の名称、 [Identifier] には便宜上 FileMaker Server を運用する 「ドメイン」 を
指定します。 [Signing Algorithum] はデフォルトの 「RS256」 を指定し [Create] ボタンをクリックし
ます。 API が作成されました。

[Permissions] タブを開き、 以下の Permissions を登録します。

Permisson （Scope）
read:users

Description
任意の文字列

[+ Add] ボタンをクリックしてさらにもう一つ Permission を登録します。

ermisson （Scope）
read:roles

Description
任意の文字列
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図 5-124 Auth0



第 5 章　セキュリティと外部認証
　カスタム OAuth アイデンティティプロバイダ　

173

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

（9） [Machine to Machine Applications] タブを開き、 作成したアプリケーション右側にある Authorized 
トグルスイッチを有効にします。

矢印ボタンをクリックして [Permissions] から全ての Permission を有効にします。

図 5-125 Auth0

（10） ユーザ一覧ページに戻り、 ユーザを選択してポップアップメニューから [Assign Permission] をクリック
します。

先 ほ ど 作 成 し た API を 選 択 し て [Permissions] か ら 全 て の Permission を 有 効 に し て [Add 
Permissions] をクリックします。

ユーザ、 アプリケーション、 API  の設定が完了しました。
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図 5-126 Auth0
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（11） ブラウザで OpenID Connect <debugger/> （https://oidcdebugger.com） ページを開き、 Auth0 
のアプリケーション設定が完了しているか確認します。

Authorize URI (required):
先程メモした OAuth Authorization URL を入力します。

Redirect URI (required):
https://oidcdebugger.com/debug （ディフォルト値）

Client ID
先程メモした Client ID を入力します。

Scope (required)
openid profile email

Response type (required)
id_token

Response mode (required)
form_post

以上のフィールドを入力したら [SEND REQUEST] ボタンをクリックします。

図 5-127 Auth0
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（12） Auth0 のログインフォームが表示されます。 先程登録したユーザでログインをします。 フォームに必要な
情報を入力して [続ける] ボタンをクリックします。

ログインに成功すると、 ID token が取得できます。 ページをスクロールし、 デコードされた ID token の
値を確認します。  Payload にログインした email 値が表示されます。

図 5-128 Auth0
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5.8.2 ［演習］ FileMaker Server カスタム IdP 設定方法、 FileMaker Pro でのログイン

（1） FileMaker Server Admin Console にアクセスします。 [管理タブ] を選択して [外部認証] をクリックし
ます。

[変更ボタン] をクリックして、 演習 5.8.1 でメモした値を [カスタム Idp 認証設定] にある [カスタム 
OAuth] に設定していきます。

[カスタム IdP ユーザアカウントスキーマ] には以下の値を設定します。
email

※ ID token の中から ユーザーアカウントの指定に email での値を利用するという事になります。

[範囲] には以下の値を設定します。
openid profile email

全ての入力が完了したら [アイデンティティプロバイダを検証] ボタンをクリックして、 設定した内容を確認
します。

正しく設定が完了している場合は、 Success! Your customized OAuth IDP is verified. と表示されま
す。
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図 5-129 FileMaker Server カスタム IdP
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（2） アイデンティティプロバイダの検証が完了したら最後に [データベースにサインイン] の [外部サーバアカウ
ント] と 登録したカスタム Idp のトグルスイッチを有効にします。

図 5-130 FileMaker Server カスタム IdP

（3） FileMaker Server で共有されているカスタム App に IdPs のユーザを登録します。
[ファイル] - [管理] - [セキュリティ] から、 カスタム App のセキュリティ管理ダイアログを表示します。
認証方法: 「カスタム OAuth」 を選択して [+新規] ボタンをクリックして、 新規ユーザを作成します。

[認証方法] ユーザ
[ユーザ名] Auth0 に登録した email 値
アクティブを有効とし、 適切なアクセス権セットをわりあてます。
Auth0 のユーザが登録されました。

図 5-131 FileMaker Server カスタム IdP
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（4） カスタム App 、 Auth0 でログインのテストを行なったブラウザを一度終了します。

※ 以前のログインセッションが残っていると正しく動作しない可能性がある為、 ブラウザのプライベートブ
ラウズ機能などを利用しセッション情報が残っていない状態でテストを実施します。

FileMaker Pro を起動して、 FileMaker Server でホストされているカスタム App を開きます。

正しく設定が完了していれば、 カスタム App のサインインダイアログに Auth0 ボタンが表示されます。
クリックしてログインフォームを開きます。

ログインに成功すると、 カスタム App が利用できます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を
確認します。

List(

Get ( アカウント名 );

Get ( アカウント拡張アクセス権 );

Get ( アカウントタイプ );
Get ( アカウントグループ名 );

Get ( セッション識別子 )

)

Auth0 アカウントを利用の場合、 Get ( アカウントグループ名 ) に Custom OAuth が表示されます。

無事にカスタム OAuth アイデンティティプロバイダ認証の設定が完了しました。

図 5-132 FileMaker Server カスタム IdP
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5.8.3 ［演習］ Auth0 役割ベースの認証の実装
FileMaker Server では、 ユーザ毎の個別認証の他に、 グループを使った役割ベースの認証にも対応しています。

本演習では Auth0 の Roles 機能を使って役割ベースの認証を実装します。

（1） Auth ０ （https://auth0.com/jp） にアクセスします。 [User Management] メニューをクリックして 
[Roles] を選択します。
Role の一覧が表示されます。 [+ Create Role] ボタンをクリックして新規 Role フォームを表示します。
フォームに以下の値を入力して [Create] ボタンをクリックします。
Name: staff
Description: staff

ロールが作成されました。

図 5-133 Auth0 役割ベースの認証の実装



第 5 章　セキュリティと外部認証
　カスタム OAuth アイデンティティプロバイダ　

182

（2） 作成されたロール画面から [Users] タブをクリックして [Add Users] を選択します。

Assign staff role to users ダイアログが表示されます。 ロールを割り当てたいユーザをタイプして選択
します。

[Assign] ボタンをクリックして、 選択したユーザにロールを割り当てます。 ユーザにロールが割り当てら
れました。

図 5-134 Auth0 役割ベースの認証の実装

（3） 作成されたロール画面から [Permissions] タブをクリックして [Add Permissions] を選択します。

Add Permissions ダイアログで関連付けを行いたい API を選択します。

全てを選択して [Add Permissions] ボタンをクリックします。
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図 5-135 Auth0 役割ベースの認証の実装

（4） [Auth Pipeline] メニューをクリックして [Rules] を選択します。

[+ Create] ボタンをクリックして、 新規 Rule を作成します。

新規 Rule 画面では、 ルールの雛形が選択できます。 [Empty rule] をクリックして雛形を表示させます。

（引用） Add user roles to tokens
https://auth0.com/docs/manage-users/access-control/sample-use-cases-rules-with-authorization

function (user, context, callback) {
  const namespace = [URL 形式の任意の識別子];

  const assignedRoles = (context.authorization || {}).roles;

  let idTokenClaims = context.idToken || {};
  let accessTokenClaims = context.accessToken || {};

  idTokenClaims[`${namespace}/roles`] = assignedRoles;
  accessTokenClaims[`${namespace}/roles`] = assignedRoles;

  context.idToken = idTokenClaims;
  context.accessToken = accessTokenClaims;
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  callback(null, user, context);
}

※ 2 行目の namespace には URL 形式の任意の識別子を設定します。

この設定により、 ユーザが割り当てられたロールの一覧が ID token に [URL 形式の任意の識別子/
roles] として含まれるようになります。

図 5-136 Auth0 役割ベースの認証の実装
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（5） ブラウザで OpenID Connect <debugger/> （https://oidcdebugger.com） ページを開き、 Auth0 
のアプリケーション設定が変更されているか確認します。

演習 5.8.1 と同じ内容でテストを実施します。 ※ 以前のログインセッションが残っていると正しく動作しな
い可能性がある為、 ブラウザのプライベートブラウズ機能などを利用しセッション情報が残っていない状態
でテストを実施します。

図 5-137 Auth0 役割ベースの認証の実装

（6） 先程ロールを割り当てたユーザで、 ログインを行います。

正しく Rules の設定がされていると Payload に  [URL 形式の任意の識別子/roles]  が含まれるように
なります。
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図 5-138 Auth0 役割ベースの認証の実装

（7） FileMaker Server Admin Console にアクセスします。 [管理タブ] を選択して [外部認証] をクリックし
ます。

[変更ボタン] をクリックして、手順 4 で指定した [URL 形式の任意の識別子/roles]  を [カスタム IdP ユー
ザグループスキーマ] に設定します。

[認証設定を保存] ボタンをクリックして、 変更を適用します。
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図 5-139 Auth0 役割ベースの認証の実装

（8） FileMaker Server で共有されているカスタム App に IdPs のグループを登録します。

[ファイル] - [管理] - [セキュリティ] から、 カスタム App のセキュリティ管理ダイアログを表示します。

認証方法: 「カスタム OAuht」 を選択して [+新規] ボタンをクリックして、 新規ユーザを作成します。

[認証方法] グループ
[グループ名] Auth0 に登録した グループ 値
アクティブを有効とし、 適切なアクセス権セットをわりあてます。

Auth0 のグループが登録されました。
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図 5-140 Auth0 役割ベースの認証の実装

（9） 設定が完了したカスタム App 、 Auth0 でログインのテストを行なったブラウザを一度終了します。

※ 以前のログインセッションが残っていると正しく動作しない可能性がある為、 ブラウザのプライベートブ
ラウズ機能などを利用しセッション情報が残っていない状態でテストを実施します。

FileMaker Pro を起動して、 FileMaker Server でホストされているカスタム App を開きます。

カスタム App のサインインダイアログに Auth0 ボタンが表示されます。 クリックしてログインフォームを
開きます。

ログインに成功すると、 カスタム App が利用できます。 データビューアを使い、 現在のアカウント情報を
確認します。
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List(

Get ( アカウント名 );

Get ( アカウント拡張アクセス権 );

Get ( アカウントタイプ );
Get ( アカウントグループ名 );

Get ( セッション識別子 )
)

Auth0 グループアカウントを利用の場合、 Get ( アカウントグループ名 ) に Custom OAuth 、 Get ( セッ
ション識別子 )に グループ名  が表示されます。
無事にカスタム OAuth アイデンティティプロバイダグループ認証の設定が完了しました。

図 5-141 Auth0 役割ベースの認証の実装

まとめ
システム管理者にとって、 利用者のパスワードを管理することは大切な業務のひとつです。 しかしながら利用者

の多い組織では、 カスタム App に備わっている標準セキュリティ機能のみで、 アカウントを管理するには限界があ
るかもしれません。 アカウントのメンテナンスにかかる業務を軽減しつつも、 組織が要求するセキュリティポリシー
の基準を満たすには、 外部認証の導入を一度検討してみてください。
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第 6 章 Web サービスとの連携

目標
 • cURL を利用した Web サービスとの連携ができる
 • FileMaker Data API を利用できる
 • JSON 関数を利用したデータの送受信ができる
 • FileMaker WebDirect のセカンダリマシンを設定できる

6.1 cURL オプション
cURL （Client for URLs） はオープンスタンダードな、 コマンドラインツールの一種です。 一般的に cURL を

サポートする環境からは、 Web アプリケーションが提供する API エンドポイントを介して、 さまざまな情報のやり取
りを行う事ができます。 例えば、 FileMaker Data API で定義されたエンドポイントに対して cURL コマンドを実
行する事で、 FileMaker Server で共有されているカスタム App のレコード操作や、 レコード情報の更新を行う事
ができます。 最新の FileMaker プラットフォームからは、 [URL から挿入] スクリプトステップに 90 種類を超える、
cURL オプションを指定できるようになりました。

cURL オプションを利用するうえでの注意点
 • [URL から挿入] スクリプトステップから利用できるプロトコルは http、 https、 ftp、 ftps、 file、
smb、 smtp、 smtps、 ldap、 および ldaps の 10 種類です。

 • 通常の cURL コマンドラインツールのオプションとは違い FileMaker で利用できないオプションも
あります。 FileMaker Pro ヘルプの 「サポートされている cURL オプション」 を必ず確認してくだ
さい。
サポートされていない cURL オプションは無視されます。

 • cURL オプションの引数はシングルクォーテーションではなくダブルクォーテーションで囲んでくださ
い。 Quote 関数を利用すると計算式が読みやすくなります。

 • ファイルを cURL に渡す時は、 オブジェクトフィールドを変数に設定し、 その変数の先頭に @ を付
けて @$変数名 のようにして利用してください。
また、 --data （または -d） オプション等で JSON オブジェクトを渡すときも、 JSON オブジェクトを
あらかじめ FileMaker の変数に設定しておき、 その変数名を @$変数名 として渡すようにすると、
エスケープやエンコードを考慮する必要が減りますので、 トラブルを減らすことができます。

 • [URL を指定] オプションの [URL を自動的にエンコード] オプションは cURL オプションには適用さ
れません。

 • FileMaker 15 までのバージョンや、 ランタイムソリューションで cURL オプションを指定した [URL か
ら挿入] スクリプトステップが実行されても、 cURL オプションは無視されます。

（参考） サポートされている cURL オプション
https://help.claris.com/ja/pro-help/content/curl-options.html
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6.1.1 ［演習］ cURL オプション
サンプルファイル 「DataAPI_接続テスト.fmp12」 には、 cURL オプションをより理解するためのスクリプトステッ

プが多数含まれています。 サンプルファイルでは REST API の接続先として、 FileMaker Data API を利用してい
ます。 FileMaker Data API とその利用方法は Claris のドキュメントを参考にしてください。

（参考） FileMaker Data API
https:// [FileMaker Server FQDN] /fmi/data/apidoc/
（参考） Claris FileMaker 19 Data API ガイド
https://help.claris.com/ja/data-api-guide/

自身でインストールした FileMaker Server で FileMaker Data API を利用するには以下の設定が有効になって
いることを確認してください。

 • 「DataAPI_Sample.fmp12」 を SSL 証明書がインストールされた FileMaker Server で公開し、
FileMaker Server Admin Console で FileMaker Data API を有効にします。

図 6-1 Admin Console コネクタ FileMaker Data API
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 • [拡張アクセス権を表示] で 「DataAPI_Sample.fmp12」 の [fmrest] が有効になっていること確
認してください。

図 6-2 Admin Console 拡張アクセス権を表示

FileMaker Pro で 「DataAPI_接続テスト.fmp12」 を開き 「ServerAddress」 フィールドの値を変更し、 ス
クリプトデバッガを開いた状態でログイン、 ログアウト、 レコードの取得などのスクリプトを実行してみてください。
それぞれの cURL オプション あるいは JSON 形式の引数に対して、 どのような JSON オブジェクトが応答するの
か、 確認してください。

図 6-3 DataAPI_ 接続テスト .fmp12
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6.1.2 JSON 関数
JSON （JavaScript Object Notation） は軽量なテキストデータフォーマットです。 人間にとって読み書きが

容易なうえ、 プログラムでもデータの解析や生成を簡単に行えます。 JSON形式のフォーマットは自由度と再利用
性が高いことから、 REST API を利用する Web アプリケーション等ではデータ変換フォーマットとしてJSONを採用
することが多いようです。 FileMaker プラットフォームでは、 FileMaker 標準関数として 6 つの JSON 関数が利
用できます。

JSONSetElement オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された JSON データ内の要素を追加ま
たは変更します。

JSONGetElement JSON データで、 オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された要素のクエリー
を実行します。

JSONDeleteElement オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された JSON データ要素を削除します。

JSONListKeys オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された要素に対する JSON データ内の
オブジェクト名 （キー） または配列索引の一覧を表示します。

JSONListValues オブジェクト名、 配列索引、 またはパスで指定された要素に対する JSON データ内の
値の一覧を表示します。

JSONFormatElements JSON データ内の要素を読みやすい形に書式設定します。
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6.1.3 ［演習］ JSON 関数
サンプルファイル 「JSONFunctions.fmp12」 には、 JSON 関数をより理解するためのスクリプトステップが多

数含まれています。

サンプルファイルでは REST API の接続先として、 国土地理院 標高 API を利用しています。 JSON 関数とその
利用方法は公式のドキュメントを参考にしてください。

（参考） 国土地理院 標高 API
http://maps.gsi.go.jp/development/elevation_s.html
（参考） FileMaker Pro 19 ヘルプ JSON 関数の使い方
https://help.claris.com/ja/pro-help/content/json-functions.html

サンプルでは指定した緯度経度の情報から、 標高を取得し JSON 関数を用いて JSON データを加工します。
サンプルファイルに置かれたボタンをクリックすると、 それぞれのボタンに割り当てられた JSON 関数の処理が確
認できます。 どのような JSON データに対して、 どのような JSON 関数が有効か確認してください。

JSON 関数を利用するうえでの注意点

JSON データ内のオブジェクト名 （キー） は大文字小文字を区別します。
$json = {"elevation":10} という値の JSON オブジェクトに対して、JSONGetElement ( $json 
; "ELEVATION" ) では値が受け取れません。
キーまたはパスの指定は、 大文字小文字を完全に一致させる必要があります。

図 6-4 JSONFunctions.fmp12
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タイプに [JSONString] を指定した場合、 JSON データ内のオブジェクト値のタイプが数字だったとしても、
JSONGetElement の戻り値は必ずテキストになります。
戻り値が 10 の場合テキストとして処理され、 数字である 9 より小さいと判断されます。
数字として処理するには、 GetAsNumber 関数を使ってテキストを数値化する必要があります。

図 6-5 誤動作するスクリプト

JSON 関数に与える JSON オブジェクトが正しくない場合や、 空の場合には、 戻り値にパースエラーが返ります。
JSON 関数は 「?」 に続けて JSON パーサからのエラーメッセージを返します。

JSONFormatElements 関数 を利用すると、 戻り値の最初の一文字で引数の JSON オブジェクトが正しいかど
うか判断できます。

図 6-6 JSONFormatElements 関数の戻り値
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JSONSetElement 関数のタイプ引数はダブルクォーテーションで囲まないでください。
JSONSetElement ( json ; キーまたは索引またはパス ; 値 ; タイプ )
のタイプに指定する引数は、 あらかじめ定義されている引数なのでダブルクォーテーションで囲まず、 そのまま指定して
ください。

例)

JSONSetElement ("{}" ; "Key" ; .5 ; JSONNumber ) 

図 6-7 ダブルクォーテーションで囲むと引数未定として値が自動判断されて、 テキストとして処理されてしまう

図 6-8 正しく数字として処理される
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6.2 FileMaker Data API
FileMaker Data API は、 カスタム App のデータに Web サービスからアクセスする為の、 アプリケーションプ

ログラミングインターフェース （API） です。  この API は 一般的な REST （Representational State Transfer）
アーキテクチャを使用しているため、 FileMaker Data API は REST API と言えます。 例えば、 Tableau のような
データ可視化ツールでは REST API 経由で カスタム App のデータを取得し、 素早くビジュアル化して分析するこ
とができます。

Web サービスまたはアプリケーションから FileMaker Data API を呼び出すには、 認証トークンの取得が必要
です。 認証トークンの取得に成功すると以降の呼び出しでは、 そのトークンを使用してレコードの作成、 レコードの
更新、 レコードの削除、 検索の実行が可能です。 FileMaker Data API の実行結果は、 特定のプログラミング言
語形式に依存しないことから REST API で一般的に使用されているテキスト形式 JSON （JavaScript Object 
Notation） でデータをやり取りします。

FileMaker Server Admin Console で FileMaker Data API 機能を有効にすると FileMaker Data API 
Reference を参照できるようになります。 このリファレンスファイルには、 FileMaker Data API でサポートされる
すべての呼び出しに関する詳細情報が含まれています。 FileMaker Data API 機能を使う前に、 FileMaker Data 
API ガイドと併せて、 この FileMaker Data API Reference を熟読しておくことをお勧めします。

（参考） FileMaker Data API Reference
https:// [FileMaker Server FQDN] /fmi/data/apidoc/
（参考） Claris FileMaker 19 Data API ガイド
https://help.claris.com/ja/data-api-guide/index.html

図 6-9 FileMaker Data API
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6.2.1 ［実習］ FileMaker Data API を利用するための準備
FileMaker Data API を使用してカスタム App のデータにアクセスするために、 以下の手順が全て完了してい

る事を事前に確認してください。 必要な場合、 FileMaker Data API 専用のアクセス権セットを作成して専用のア
カウントに割り当てます。 さらに、 FileMaker Data API 専用アカウントには、 FileMaker Data API 専用のレイア
ウトにしかアクセスできないように、 レイアウトに対するカスタムアクセス権を設定します。 専用アカウントを作成す
ると、 演習を進める上でのトラブルシューティングや、 セキュリティ設定が容易になります。 FileMaker Data API 
を使用するカスタム App のアカウント名とパスワードには、 コロンは含めない ASCII 文字 （a から z、 A から Z、
0 から 9 など） を使用してください。  パスワードのセキュリティを高めるには 「!」 や 「%」 などの記号を含める
事ができます。

（1） FileMaker Server Admin Console にサインインし、 [コネクタ] - [FileMaker Data API] タブから、 ト
グルスイッチをクリックして、 FileMaker Data API を有効にします。

図 6-10 FileMaker Data API を利用するための準備

（2） FileMaker Server で共有しているカスタム App を開きます。 [ファイル] - [管理] - [セキュリティ...] から、
カスタム App のセキュリティの管理ダイアログを表示します。

左下の [詳細設定...] ボタンをクリックして、 カスタム App の詳細セキュリティ設定ダイアログを表示します。

既存のアクセス権セットを編集するか、 新規アクセス権を作成します。 本演習では [完全アクセス] アクセ
ス権セットに、 拡張アクセス権 [fmrest] を割り当てます。

（3） [完全アクセス] を選択して、 [編集...] ボタンをクリックします。 [アクセス権セットの編集] ダイアログが表
示されます。

（4） 拡張アクセス権 から [FileMaker Data API でのアクセス （fmrest） ] を有効にします。 [OK] ボタンを
クリックして、 開いているダイアログをすべて閉じます。 [完全アクセス権] が割り当てられたユーザアカウ
ントを使い FileMaker Data API 経由でカスタム App に接続できるようになりました。
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図 6-11 FileMaker Data API を利用するための準備

（5） カスタム App に FileMaker Data API で使用するフォーム形式のレイアウトを作成し、 必要なフィールド
をレイアウトに配置します。 以降の演習では、 FileMaker Data API からのリクエストはすべて、 こちらで
作成したレイアウト経由で接続します。

図 6-12 FileMaker Data API を利用するための準備
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6.2.2 ［演習］ FileMaker Data API Basic 認証を使用したログイン
第 3 章で学習した FileMaker Admin API と同様に FileMaker Data API の学習には、 代表的な API 開発環

境のひとつ Postman を使用します。 手順に従って FileMaker Data API を使って FileMaker Server で共有さ
れているカスタム App  にログインしてみましょう。

※本演習では 「3.3.1 [実習] Postman の準備」 で利用した環境 [FileMaker Server] を利用します。

（1） Postman を起動します。

（2） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Collection] ボタンをクリックして、 新規コレクション
を追加します。

（3） [Name] に FileMaker Server Data API と入力し [Create] ボタンをクリックします。

図 6-13 Basic 認証を使用したログイン

（4） FileMaker Data API では カスタム App へのログインに Basic 認証、 または OAuth 認証の 2 つがサ
ポートされています。

ログインに必要なアクセストークンを取得するには、 リクエストヘッダーに、 [Authorization] （Basic認証
の場合）、 または、 [X-FM-Data-OAuth-Request-Id] および [X-FM-Data-OAuth-Identifier] の
両方 （OAuth認証の場合） を指定する必要があります。

Basic 認証で必要な [Authorization] の値は、 Base 64 でエンコードする必要があるので、 アカウント
名とパスワードを変換します。 これは、 FileMaker Pro のデータビューアとBase64Encode 関数を使う
と簡単に取得できます。



第 6 章　Web サービスとの連携
　FileMaker Data API　

202

図 6-14 Basic 認証を使用したログイン

（5） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを
追加します。
[Request Name] に Login と入力し [Select a collection or folder to save to:] には、 先程登録し
たコレクション FileMaker Server Data API を指定し [Save to FileMaker Server Data API] ボタン
をクリックします。

（6） メソッド、 エンドポイント、 ヘッダーに必要な内容を入力します。 入力に必要な内容は以下の通りです。
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図 6-15 Basic 認証を使用したログイン

メソッド ： エンドポイント
POST ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/sessions

ヘッダー
項目 タイプ 値

Content-Type ストリング application/json

Authorization ストリング "Basic " + Base64 でエンコードされた、 アカウント名 : パ
スワード
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（7） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 ログインに成功するとアクセストーク
ンを取得できます。

※  第 3 章 FileMaker Admin API で既に学習しましたが、 アクセストークンは後から {{token}} と記述
して再利用できるように [Tests] タブで  postman.setEnvironmentVariable を使って Postman 
実行環境の [token] 変数に代入しておきます。

図 6-16 Basic 認証を使用したログイン



第 6 章　Web サービスとの連携
　FileMaker Data API　

205

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

6.2.3 ［演習］ FileMaker Data API レコードの取得
手順に従って FileMaker Data API を使い FileMaker Server で共有されているカスタム App  にログインして

レコード情報を取得してみましょう。

（1） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを
追加します。

[Request Name] に Get Records と 入 力 し [Select a collection or folder to save to:] に は、
FileMaker Server Data API を指定し [Save to FileMaker Server Data API] ボタンをクリックします。

図 6-17 レコードの取得

メソッド ： エンドポイント
GET ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/layouts/ 

ターゲットレイアウト/records

ヘッダー
項目 タイプ 値

Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}
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（2） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 API の実行に成功すると、 指定した
レイアウトからアクセス可能なフィールドを全レコードの情報を JSON 形式で取得できます。

エンドポイントに指定できる URL には、 いくつかのオプションを指定できます。 例えば [_limit] と [_
offset] のオプションを指定すると、 取得するレコードの最大数と、 レコードの開始位置を指定できます。

図 6-18 レコードの取得

（3） 例えば、 エンドポイントに 

[https:// [FileMaker Server FQDN] /fmi/data/vLatest/databases/カスタム 
App 名称/layouts/レイアウト名/records?_offset=2&_limit=1]

を指定すると、 2 レコード目の情報 1 件のみを取得できます。

図 6-19 レコードの取得
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6.2.4 ［演習］ FileMaker Data API レコードの編集
手順に従って FileMaker Data API を使って FileMaker Server で共有されているカスタム App  にログインし

てレコード情報を編集してみましょう。

レコードを編集するには、 カスタム App が管理する [レコード ID] が必要です。 先程取得した結果セットから 
[recordId] の値を控えて、 エンドポイントの末尾に指定します。

（1） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを
追加します。

[Request Name] に Edit Record と 入 力 し [Select a collection or folder to save to:] に は、
FileMaker Server Data API を指定し [Save to FileMaker Server Data API] ボタンをクリックします。

図 6-20 レコードの編集

メソッド ： エンドポイント
PATCH ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/layouts/ 

ターゲットレイアウト/records/レコードID

ヘッダー
項目 タイプ 値

Content-Type ストリング application/json
Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}
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パラメーター
項目 タイプ 値

fieldData オブジェクト
ターゲットレイアウト内に配置された、 フィールド名と値のペアを含
む JSON オブジェクト。  データ値として "{}" が指定されている場
合、 現在のテーブルのスキーマで定義されている自動入力値を使
用して空のレコードが作成されます。

portalData オブジェクト
タ ー ゲ ッ ト レ イ ア ウ ト 内 に 配 置 さ れ た、 ポ ー タ ル 行 の 値を 含
む JSON オ ブ ジ ェ ク ト。  フ ォ ー マ ッ ト は Get Records の 
portalData フォーマットを反映しています。

modId ストリング 最後のレコード修正 ID。  modId を使用すると、 レコードは 
modId が一致したときにのみ編集されます。

script ストリング
API 呼び出しで指定されたアクション （取得、 作成、 編集、 削除、
検索） の後、 およびその後のソートの後に実行されるスクリプトの
名前。

script.param ストリング script で指定されたスクリプトのパラメータとして使用するテキス
ト文字列。

script.prerequest ストリング API 呼び出しで指定されたアクションとそれに続くソートの前に実
行されるスクリプトの名前。

script.prerequest.param ストリング script.prerequest によって命名されたスクリプトのパラメータと
して使用するテキスト文字列。

script.presort ストリング API 呼び出しで指定されたアクションの後、 その後のソートの前に
実行されるスクリプトの名前。

script.presort.param ストリング script.presort によって指定されたスクリプトのパラメータとして
使用するテキスト文字列。
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（2） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 API の実行に成功すると JSON 形式
で [response] と [message] を取得できます。

図 6-21 レコードの編集



第 6 章　Web サービスとの連携
　FileMaker Data API　

210

6.2.5 ［演習］ FileMaker Data API 画像のアップロード
手順に従って FileMaker Data API を使って FileMaker Server で共有されているカスタム App に画像をアッ

プロードしてみましょう。

画像をアップロードするには、 カスタム App が管理する [レコード ID] が必要です。 演習 6.1.3 で取得した結果
セットから [recordId] の値を控えて、 エンドポイントに指定します。

（1） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを
追加します。
[Request Name] に Object と入力し [Select a collection or folder to save to:] には、 FileMaker 
Server Data API を指定し [Save to FileMaker Server Data API] ボタンをクリックします。

図 6-22 画像のアップロード
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メソッド、 エンドポイント、 ヘッダーに必要な内容を入力します。 入力に必要な内容は以下の通りです。

図 6-23 画像のアップロード

メソッド ： エンドポイント
POST ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/layouts/ 

ターゲットレイアウト/records/レコード ID/containers/オブジェクトフィールド名称/ 

繰り返し位置番号

ヘッダー
項目 タイプ 値

Authorization ストリング "Bearer " + {{token}}

パラメーター
項目 タイプ 値

upload ファイル [Select Files] ボタンをクリックして、 画像ファイルを指定し
ます。
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（2） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 リクエストの実行に成功すると JSON 
形式で [response] と [message] を取得できます。

図 6-24 画像のアップロード

（3） カスタム App を開いて、 実際に写真がアップロードされたことを確認します。

図 6-25 画像のアップロード
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6.2.6 ［演習］ FileMaker Data API ログアウト
手順に従って FileMaker Data API を使って FileMaker Server で共有されているカスタム App からログアウ

トしてみましょう。

この API は、 ヘッダーやパラメーターは含みません、 リクエストを実行すると指定したトークンが即座に破棄さ
れます。

（1） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックします。 [Request] ボタンをクリックして、 新規リクエストを
追加します。

[Request Name] に Logout と入力し [Select a collection or folder to save to:] には、 FileMaker 
Server Data APIを指定し [Save to FileMaker Server Data API] ボタンをクリックします。

メソッド、 エンドポイントに必要な内容を入力します。 入力に必要な内容は以下の通りです。

図 6-26  ログアウト

メソッド ： エンドポイント
DELETE ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/ 

sessions/アクセストークン
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（2） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 API の実行に成功すると JSON 形式
で [response] と [message] を取得できます。

※  一度トークンが破棄されると、 そのトークンを使った FIleMaker Data API リクエストは実行できませ
ん。 例えば、破棄したトークンを指定したまま 「6.1.3　[演習]　FileMaker Data API レコードの取得」
のリクエストを再び実行すると、 応答結果にエラーメッセージを含む JSON が返却されます。

図 6-27 ログアウト
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6.2.7 ［演習］ FileMaker Data API  OAuth 認証を使用したログイン
手順に従って FileMaker Data API を使って FileMaker Server で共有されているカスタム App に OAuth 認

証を使ってログインしてみましょう。 本実習を進めるには FileMaker Server で、 オープン認証 (OAuth) 資格情
報を使用した外部認証を構成しておく必要があります。 必要な場合は前章に戻って、 FileMaker Server でサポー
トされる認証プロバイダを構成してください。

（1） 本実習では、 認証プロバイダに [Google] を使います。 FileMaker Server Admin Console にサイ
ンインして [管理] - [外部認証] タブを選択し、 認証プロバイダとして [Google] が構成されている事と、
OAuth 認証でカスタム App にサインする、 アカウントの拡張アクセス権で [fmrest] が有効になっている
ことを確認してください。

（2） FileMaker Data API で OAuth 認証を使用するには、 [X-FM-Data-OAuth-Request-Id]、 [X-FM-
Data-OAuth-Identifier] の 2 つが必要です。 以降の手順でこれらの値をひとつずつ取得します。

図 6-28 OAuth 認証を使用したログイン
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（3） Postman を起動します。 画面左上にある [+New] ボタンをクリックして新規リクエストを作成します、
[Request Name] の名称を Get OAuth にし [Save to FileMaker Server Data API] ボタンをクリッ
クします。

図 6-29 OAuth 認証を使用したログイン

（4） メソッド、エンドポイント、ヘッダーに必要な内容を入力します。入力に必要にパラメーターは以下の通りです。

メソッド ： エンドポイント
GET ： http:// [FileMaker Server FQDN] /oauth/getoauthurl?trackingID= [任意の
数字] &provider= [Google] &address= [FileMaker Server FQDN] &X-FMS-OAuth-
AuthType=2

※  本演習では {{host}} 変数は使わずに、 http:// プロトコル および [FileMaker Server FQDN] をエンドポイント
に指定してください。

ヘッダー
項目 値

X-FMS-Application-Type 9
X-FMS-Application-Version 15
X-FMS-Return-URL [FileMaker Server FQDN]

※  エ ン ド ポ イ ン ト に 指 定 し た 2 つ の [FileMaker Server FQDN] と、 X-FMS-Return-URL に 指 定 し た 
[FileMaker Server FQDN] とに不一致があると、 ステータス 400 Bad Request が返ります。
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（5） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 API の実行に成功すると OAuth 認
証に必要な、 [X-FM-Data-OAuth-Request-Id ] の値が [x-fms-request-id] としてヘッダーから取
得できます。
一方、 ボディには OAuth 認証に必要な URL が含まれます。 値をクリップボードにコピーをします。
※  URL 引数 scope には 空白文字列が含まれるので、 ボディの表示形式は Raw に変更してから URL 

を確認してください。 Rretty で確認すると改行されてしまい正しい URL を取得できません。

図 6-30 OAuth 認証を使用したログイン

（6） ブラウザを起動して、 クリップボードにコピーした URL を開きます。 Google の認証画面が表示される
ので、 アカウントとパスワードを入力します。
認証に成功すると手順 3 で指定した [X-FMS-Return-URL] へ画面遷移します。 遷移した画面の URL 
には OAuth 認証に必要な、 [X-FM-Data-OAuth-Identifier] が [identifier] として取得でるのでメモ
します。
例
https://fms.fmp.cloud/?trackingID=1&identifier=  
[X-FM-Data-OAuth-Identifier]
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図 6-31 OAuth 認証を使用したログイン

（7） 画面左上にある [+New] ボタンをクリックして新規リクエストを作成します、 [Request Name] の名称を 
Get OAuth Parameters Google にし、 [Save to FileMaker Data API] ボタンをクリックします。

新規タブを作成します、 [New Tab] の名称を [Login OAuth] として、 メソッド、 エンドポイント、 ヘッダー
に必要な内容を入力します。 入力に必要な内容は以下の通りです。 ボディには送信する値が無いことを
示す 「{}」 を入力します。

図 6-32 OAuth 認証を使用したログイン
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メソッド ： エンドポイント
POST ： {{host}}/fmi/data/vLatest/databases/カスタム App 名称/sessions

ヘッダー
項目 タイプ 値

Content-Type ストリング application/json
X-FM-Data-OAuth-Request-Id ストリング 先程取得した、 x-fms-request-id の値
X-FM-Data-OAuth-Identifier ストリング 先程取得した、 identifier の値

パラメーター
項目 タイプ 値

なし なし "{}"

（8） パラメーターの入力が完了したら [Send] ボタンをクリックします。 ログインに成功するとアクセストーク
ンを取得できます。

OAuth 認証を利用すると、 アカウントとパスワードをプログラムにハードコードしなくてよいので、 セキュ
リティを高めることができます。

また、 手順 3 のエンドポイントで指定した、 [Google] を [Amazon]、 [Microsoft] に変更することで、
別の認証プロバイダも指定できるので、 是非試してみてください。

図 6-33 OAuth 認証を使用したログイン
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コメントアウト
FileMaker 17 プラットフォームより FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced は統合され一本化されました。
お客様の環境や、 新しく FileMaker Pro をインストールしたばかりの PC を操作する場合、 [高度なツール] は基本的に無効

になっているのですが、 アプリケーションのインターフェースからはその違いはすぐにはわかりません。
筆者はメインで macOS を使っているので、 スクリプトステップをコメントアウトする場合には、 [ コマンド + / ] のショートカッ

トを使いますが、 [高度なツール] が無効の場合、 FileMaker Pro のヘルプがブラウザに表示されます。
筆者がセミナー講師を担当した際に、 受講者の方から FileMaker Pro でコメントアウトをどのように操作するかご質問を受

けたのですが、 このことをすっかり忘れており、 何度やってもコメントアウトができずに冷や汗をかいた経験があります。
本書の読者の皆さまは、 カスタム App の開発にたずさわっている方が多いと思いますので [高度なツール] は常に有効にし

ておきましょう。
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6.2.8 ［演習］ FileMaker Data API  復習
本節の演習では FileMaker Data API を使い、 カスタム App にログインし、 保存されているレコードの操作を

学習しました。 最後に FileMaker Data API を利用する上で必要な操作を、 Postman のようなリッチなクライアン
トではなく、 よりネイティブに近い REST クライアントを使って復習しましょう。

本演習では、 Visual Studio Code （VSCode） と、 その拡張機能として Visual Studio Marketplace で入手
可能な、 [REST Client] と [vscode-base64] を利用します。 事前に必要なアプリケーションを追加してください。
Visual Studio Marketplace や拡張機能のインストール手順については本書では割愛します。

図 6-34 Visual Studio Code と拡張機能、 REST Client と vscode-base64 の紹介画面 

（1） アプリケーションから、Visual Studio Code を起動します。 [ファイルメニュー] から、[ファイル] - [開く...] 
をクリックして、 サンプルファイル 「DataAPI.rest」 を開きます。

先頭の 3 行は、 ファイル変数として後述のスクリプトから値の参照が可能です。 FileMaker Data API で
利用する、 URL、 カスタム App 名称、 レイアウト名称を定義しています。
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図 6-35 FileMaker Data API  復習

（2） 5 ～ 15 行目　カスタム App へのログイン
REST Client では、 [###] で囲まれた範囲を、 独立した API として記述し実行が可能です。
FileMaker Data API では、 [Authorization] に Base64 エンコードした、 アカウント名とパスワードの
指定が必要です。
拡張機能 [vscode-base64] がインストールされている場合、 文字列を選択して [⌘-e] キーを 2 回
押下することで、 Base64 形式にエンコードが可能です。 [admin:password] という文字列を選択して、
[YWRtaW46YWRtaW4=] にエンコードしました。

図 6-36 FileMaker Data API  復習
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9 行目 の上方にある [Send Request] をクリックすると、 ウインドウ右側に実行結果が表示され、
FileMaker Data API 実行に必要な、 [token] が取得できます。

さらに 7 行目では、 [@name LOGIN] を定義して、 後述のスクリプトから取得した response データを
参照可能としています。

図 6-37 FileMaker Data API  復習

（3） 15 ～ 23 行目　レコードの取得

以降の手順ではヘッダーに [token] が必要になるのですが、 参照先を変数{{LOGIN.response.
body.$.response.token}} と指定することで、 手順 3 で取得した [token] を参照させています。

図 6-38 FileMaker Data API  復習

二重括弧で囲まれた文字列は正しく値がセットされていると、 マウスオーバーで内容を確認できます。
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図 6-39 FileMaker Data API  復習

19 行目 の上方にある [Send Request] をクリックすると、 ウインドウ右側に実行結果が表示され、 カス
タム App のレコード情報を取得できます。

図 6-40 FileMaker Data API  復習

（4） 23 ～ 40 行目　画像のアップロード

画像のアップロードには、 [Content-Type] に [multipart/form-data] を指定し、 コンテンツの境界を
示す、 [boundary] 文字列を定義します。

データ形式が [multipart/form-data] の場合、 1回の送信データにいくつかの種類のデータを含むことが
できますが [boundary] 文字列は、 それらの境界に利用されます。

33 ～ 37 行目では、 送信されるデータが [name="upload"]、 [filename="10001.jpg"]、 [Content-
Type: image/jpeg] として [10001.jpg] のバイナリデータが定義されています。 Visual Studio Code 
では、[< ./10001.jpg] と記述し、現在編集中のファイルからの相対位置にある画像ファイルのバイナリデー
タを参照できます。

※ FileMaker Data API では、 送信される画像データの名称は、 [upload] である必要があります。
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図 6-41 FileMaker Data API  復習

28 行目 の上方にある [Send Request] をクリックすると、 ウインドウ右側に実行結果が表示され、 カス
タム App に画像をアップロードできます。

図 6-42 FileMaker Data API  復習
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（5） 40 ～ 56 行目　スクリプトの実行

FileMaker Data API では、 API 呼び出しに指定された処理の前後で、 スクリプトを実行できます。

スクリプトの実行順序は、 図 6-43 の通りです。

図 6-43 FileMaker Data API  復習

42 行目 の上方にある [Send Request] をクリックすると、 ウインドウ右側に実行結果が表示され、 指
定したスクリプトにエラーがない場合、 それぞれ [scriptError.prerequest]、 [scriptError.presort]、
[scriptError] の戻り値として [0] が確認できます。

図 6-44 FileMaker Data API  復習
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（6） 56 ～ 64 行目　ログアウト

[token] を指定してログアウトを行います。 ログアウトに成功すると、 [Response Payload] に [200] 
を取得できます。

図 6-45 FileMaker Data API  復習

さて、 Visual Studio Code と REST Client を使って、 ログインからログアウトまでの一連の操作を復習しまし
たが、 いかがでしたでしょうか？

多少の慣れは必要ですが、 Postman とは違い 1 つのファイルで、 複数の API の実行とその結果を確認できるの
で、 FileMaker Data API の学習を進めるのに理想的な環境かと思われます。
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6.3 FileMaker WebDirect
Claris FileMaker WebDirect™ は Web アプリケーションとデスクトップアプリケーションの特徴を組み合わせ

て、 カスタム App の機能を Web ブラウザベースのアプリケーションとして活用できます。

FileMaker WebDirect は、 FileMaker Pro や FileMaker Go と違い、 クライアント PC またはクライアント
デバイスに専用アプリケーションをインストールする必要がありません。 FileMaker WebDirect がサポートする 
Web ブラウザと FileMaker Server への接続ライセンスを使って、 ユーザはカスタム App のデータにアクセスす
る事ができます。

さらに FileMaker WebDirect は、 Web ブラウザから利用されるにもかかわらず、 その開発者は PHP、
HTML5、 CSS、 JavaScript などの専門知識を必要としません。 わずか数クリックでカスタム App を Web ブラ
ウザからアクセス可能にする革新的な Web テクノロジーです。

なお、 FileMaker Sever 18.0.2 より Java ライセンスの変更に伴い、 カスタム Web 公開および FileMaker 
WebDirect の使用に必要な Java Runtime Environment (JRE) が FileMaker Server によってインストールさ
れなくなりました。 Web 関連のサービスを使用するには、 OpenJDK をインストールする必要があります。

本節では FileMaker Server （ Windows Server 版） プライマリマシン 1 台の構 成に OpenJDK を利用した 
FileMaker WebDirect を展開する為の手順を学習します。

6.3.1 ［実習］ FileMaker WebDirect を利用するための準備

（1） Admin Console にサインインして、[コネクタ] - [Web 公開] タブを開きます。[Web 公開] - [FileMaker 
WebDirect] トグルスイッチをクリックして、 FileMaker WebDirect を有効にします。

図 6-46 FileMaker WebDirect を利用するための準備
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（2） [Web 公開エンジン] - [プライマリマシン] トグルスイッチをクリックして、 FileMaker WebDirect を有効
にします。

[Java Runtime Environment の使用] ダイアログが表示されます。

[Java Runtime Environment の使用] ダイアログにインストール手順が表示されます。 手順 1 の
文字列 [AdaoptOpenJDK] はクリック可能なリンク文字列となっています、 リンクをクリックして 
AdaoptOpenJDK ウェブサイトに移動します。

図 6-47 FileMaker WebDirect を利用するための準備

（3） 手順 2 にしたがい、 適切な Version と JVM を選択し、 プラットフォームから FileMaker Server が
インストールされている OS アイコンをクリックします。 本節では Operating System = Windows、
Architecture = x64、 Package Type = JRE、 Version = 11 を選択しました。

最後に  ボタンをクリックして、 ファイルをダウンロードし保存します。

図 6-48 FileMaker WebDirect を利用するための準備
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（4） 再び Admin Console に戻ります。 [Java Runtime Environment の使用] ダイアログの [参照…] ボタ
ンをクリックして、 先程ダウンロードした JRE ファイルを選択して [開く] ボタンをクリックします。

図 6-49 FileMaker WebDirect を利用するための準備

しばらくすると、 Java Runtime Environment が使用可能となります。 画面の指示に従い、 FileMaker 
Server を展開したサーバーを再起動します。

図 6-50 FileMaker WebDirect を利用するための準備
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（5） サーバーの再起動が完了したら、 再び Admin Console にサインインして、 [コネクタ] - [Web 公開]  タ
ブを開きます。 セットアップが正しく完了すると [Web 公開エンジン] - [プライマリマシン] が実行中と表
示されています。

図 6-51 FileMaker WebDirect を利用するための準備

（6） 画面上段にある [起動センターを開く] リンクをクリックして起動センターが表示されるか確認します。

FileMaker Server にあらかじめインストールされている カスタム App [FMServer_Sample] アイコン
をクリックしてカスタム App が動作することを確認します。

FileMaker WebDirect のセットアップが正しく完了しました。

図 6-52 FileMaker WebDirect を利用するための準備
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（7） FileMaker Server の準備が完了したらカスタム App の設定を見直します。 FileMaker WebDirect か
らカスタム App へアクセスするには、 拡張アクセス権 [fmwebdirect] が有効なアカウントが必要です。

拡張アクセス権 [fmwebdirect] を有効にするには、 [ファイル] - [管理] - [セキュリティ…] - [詳細設定] 
から個別で有効にするか、 [ファイル] - [共有設定] - [FileMaker WebDirect 設定ダイアログ…] - [アク
セス権セットによってユーザを指定] からまとめて有効にできます。

図 6.3.1-53 拡張アクセス権の設定方法 （その 1)
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図 6.3.1-54 拡張アクセス権の設定方法 （その 2)

（8） FileMaker Server お よ び、 カ ス タ ム App の 設 定 が 完 了 す る と 以 下 の URL か ら FileMaker 
WebDirect ホームページにアクセスできます。

https:// [FileMaker Server FQDN] /fmi/webd/
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図 6-55 FileMaker WebDirect を利用するための準備

FileMaker WebDirect ホームページに共有したいカスタム App アイコン、 カスタム App 名が表示されない場
合は、 カスタム App のセキュリティ設定をもう一度見直してください。

また、 [ファイル] メニュー - [共有設定] - [WebDirect の構成...] で [FileMaker WebDirect 起動センターに表
示しない] にチェックが入っていないことも確認してください。
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6.3.2 ［実習］ セカンダリマシンの追加
ハードウェア構成を最適化した場合、 1 台のサーバーで対応できる FileMaker WebDirect クライアントは最大 

100 です。 ただし 100 近くの FileMaker WebDirect クライアントを一度にサーバーにアクセスさせる必要がある
場合、 FileMaker WebDirect セカンダリマシンを追加する事でサーバーへのアクセス負荷を分散し、 FileMaker 
WebDirect のパフォーマンスを向上させる事ができます。 FileMaker WebDirect の利用規模拡大によって負荷
が増加した場合、 より多くの FileMaker WebDirect クライアントに対応するために、 最大 5 台までのセカンダリ
マシンを追加することができます。 FileMaker WebDirect でセカンダリマシンを複数台構成した場合、 クライア
ントからの要求は構成されたセカンダリマシンの数に基づきロードバランシングされます。

本章で既に学習した通り、 FileMaker WebDirect を利用するには OpenJDK のいずれ かをインストールする
必要があります。 セカンダリマシンはこれらを手動でインストールす る必要があります。

プライマリマシン、 セカンダリマシンを使った複数サーバーから構成される FileMaker WebDirect 展開を使用
すると、 プライマリマシンをファイアウォールの背後に配置し、 セ カンダリマシンをファイアウォールの前に配置する
ことで、 プライマリマシンのみで共有す る FileMaker ネットワークを使ったカスタム App のセキュリティを強化する
こともできます。

セカンダリマシンを追加するには以下の手順で設定します。

（引用） 複数のマシンでの FileMaker Server の展開
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/deploying-server-across-
multiple-machines.html

（1） インストーラ画面の指示に従って [展開オプション] までインストールを進めてください。

（2） 展開オプションに、 [FileMaker WebDirect セカンダリマシン] を選択して、 [次へ] をクリックします。

図 6-56 セカンダリマシンの追加 

https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/deploying-server-across-multiple-machines.html
https://help.claris.com/ja/server-installation-configuration-guide/content/deploying-server-across-multiple-machines.html
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（3） 画面の指示に従い、 [インストール] をクリックします。

図 6-57 セカンダリマシンの追加 

（4） ソフトウェアが正常にインストールされると、 Claris FileMaker WebDirect セカンダリマシン 展開アシス
タントを起動します。 インストーラの最後のステップで、 [展開アシスタントを開始する] を選択してから、 [完
了] をクリックします。

図 6-58 セカンダリマシンの追加
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（5） ブラウザが起動して Claris FileMaker WebDirect セカンダリマシン 展開アシスタント画面が表示され
ます。 必要な場合、 [証明書をインポート] をクリックして署名済みの SSL 証明書をインポートできます。
署名済みの SSL 証明書がない場合は、 FileMaker のデフォルト証明書をテスト目的にのみ利用できます。
実際の運用環境では署名済みのカスタム SSL 証明書が必要です。

図 6-59 セカンダリマシンの追加

（6） [JRE のインストール] ボタンをクリックして、 実習 6.3.1 同様に Open JDK をインストールします。 イン
ストールが完了したらセカンダリマシンを再起動します。
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図 6-60 セカンダリマシンの追加
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（7） セカンダリマシンが起動したら再び、 Claris FileMaker Webdirecrt セカンダリマシン 展開アシスタント
を開始します。  [接続設定] にプライマリマシン、 セカンダリマシンの情報を入力して」 [マスタに追加] を
クリックします。

図 6-61 セカンダリマシンの追加

（8） セカンダリマシンの登録が完了すると、 [正常に接続されました。 ] とメッセージが表示されて、 プライマ
リマシンの FileMaker Server Admin Console では、 Web 公開エンジンに2台目のセカンダリマシン
が表示されます。
※ 要求がタイムアウトする場合、 セカンダリマシンのファイアウォール設定で 「16000 - 16002」 のポー

トが解放され通信が可能なことを確認してください。

図 6-62 セカンダリマシンの追加
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（9） FileMaker WebDirect ホームページにアクセスすると、 FileMaker WebDirect を介してアクセス可能
なカスタム App が表示されます。

図 6-63 セカンダリマシンの追加

（10） カスタム App へアクセスするとセカンダリマシンのホスト名または IP アドレスがブラウザの URL 欄に表
示され、 どのセカンダリマシンを経由してカスタム App にアクセスしているか確認できます。

図 6-64 セカンダリマシンの追加
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6.3.3 ［実習］ セッションの識別のカスタマイズ
最新の FileMaker Server では、 接続識別子が 「ユーザ名」 から 「セッション識別子」 に変更されました。 た

とえば、 FileMaker WebDirect ユーザの場合、 デフォルト値 [WebDirect-xxxxx] (xxxxx はホストによって生成
された識別子) をユーザ名、 アカウント名、 またはその他の識別子など、 管理者にとって意味のある値に変更でき
ます。 セッション識別子をカスタマイズすることで、 サーバ管理者は問題が発生したときに誰がデータベースに接続
していたかを容易に確認することができます。

（参考） セッション識別子の設定 スクリプトステップによるクライアントセッションの識別
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000035757

（1） FileMaker Server Admin Console にアクセスして [データベース] タブにアクセスします。 クライアント
の一覧が 「ユーザ名」 から 「セッション識別子」 に変わっていることを確認します。

図 6-65 セッションの識別のカスタマイズ

（2） FileMaker WebDirect でアクセス可能なカスタム App にサインインします。 クライアント識別子が、 ホ
ストによって生成された識別子となっていることを確認してください。
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図 6-66 セッションの識別のカスタマイズ

（3） FileMaker Pro で対象のカスタム App にサインインします。 新規スクリプトを作成して 「セッション識別
子の設定」 スクリプトステップを登録します。 本書ではセッション識別子に 「Get (ユーザアカウント名）」
を指定しました。

図 6-67 セッションの識別のカスタマイズ
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（4） FileMaker WebDirect カスタム App のウインドウに戻り、 作成したスクリプトを実行します。

図 6-68 セッションの識別のカスタマイズ

（5） FileMaker Server Admin Console ウインドウに戻り[データベース] タブにアクセスします。

セッション識別子が 「ホストによって生成された識別子」 から 「ユーザアカウント名」 に変わっていること
を確認します。

図 6-69 セッションの識別のカスタマイズ
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（6） セッション識別子の変更を自動的に実行するには、 ファイルオプションから 「OnFirstWindowOpen」
スクリプトトリガに、 作成したスクリプトを割り当てます。

WebDirect を利用するユーザは、 次回のサインインよりセッション識別子に 「ユーザアカウント名」 が適
用されます。

図 6-70 セッションの識別のカスタマイズ
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6.4 JavaScript との相互連携
FileMaker Pro 19 から Web ビューアに記述された JavaScript を FileMaker スクリプトから直接実行できる

ようになりました。 反対に Web ビューアに記述された JavaScript から FileMaker スクリプトを直接実行するこ
とも可能です。 つまり FileMaker スクリプトと JavaScript とは相互に連携し、 カスタム App を拡張することがで
きるようになりました。

FileMaker Pro 単体では難しかったユーザーインターフェースや複雑な演算処理も、 サードパーティの 
JavaScript ライブラリを使用してスマートに実装ができます。 本節ではサンプルファイルを使った演習を通して 
FileMaker スクリプトと JavaScript とが相互に連携したカスタム App の作成方法を学習します。

（参考） FileMaker Pro 19 の新機能
https://help.claris.com/ja/pro-help/content/new-features.html

6.4.1 ［演習］ JavaScriptとの相互連携
FileMaker Pro 標準機能を使ってリストや JSON 配列に保存された値をランダムに並び替えるには、 いくつか

の方法が考えられますが JavaScript にはよく利用する機能をひとつにまとめた便利なライブラリが多数存在しま
す。 本演習では Underscore.js を使い、 JSON 配列のシャッフル機能をカスタム App に追加してみます。

Underscore.js はオープンソースとして提供されている便利な機能をまとめたライブラリです。 ライブラリをカス
タム App に組み込む事で、 配列の検索／並び替え／フィルタといった 100 を超える関数の利用が可能となります。
演習を開始する前に以下のウェブサイトから、 ライブラリをダウンロードして任意のパスに保存します。

（参考） Underscore.js
http://underscorejs.org/

（1） 演習ファイルに含まれるカスタム App UnderScore.fmp12 を開きます。 [js_underscore] フィールド
に、 ダウンロードしたライブラリ本文を挿入します。

図 6-71 JavaScript との相互連携
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（2） レイアウトに配置された Web ビューアのオブジェクト名が [wv] であることを確認します。
Web ビューアの設定ダイアログを表示して、 [JavaScript による FileMaker スクリプトの実行を許可] 
チェックボックスを [有効] にします。
※  FileMaker から Web ビューアに記述された JavaScript を実行するには、 このチェックボックスが有

効になっている必要があります。

図 6-72 JavaScript との相互連携

（3） スクリプトワークスペースを開き、 スクリプト [Shuffle A] を確認します。 スクリプトデバッガを起動してス
クリプトを実行します。
2 行目のスクリプトステップでは JSON 配列 ["A","B","C"] を作成します。

（4） 3 行目のスクリプトステップでは、 手順 1 で確認した Web ビューアに記述された JavaScript [shuffle] 
関数を実行します。

図 6-73 JavaScript との相互連携
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（5） Web ビューアに記述された JavaScript [shuffle] 関数では、 Underscore.js の関数を使い JSON 配
列 ["A","B","C"] をランダムに並び替えます。

並び替えられた配列は、 同じ JavaScript にある exec 関数の引数として [Return] という文字列と共に
渡されます。

図 6-74 JavaScript との相互連携

（6） exec 関数では、 FileMaker.PerformScript を使って、 ランダムに並び替えられた JSON 配列をスクリ
プト引数として FileMaker スクリプト [Return] を実行します。

図 6-75 JavaScript との相互連携
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（7） FileMaker スクリプト [Return] では、 スクリプト引数に指定された、 ランダムに並び替えられた JSON 
配列を受け取ります。

ここで注目するべき点は、 FileMaker スクリプト [Return] は FileMaker スクリプト [Shuffle A] のサブ
スクリプトとして実行されている点です。

この特性を利用すれば [現在のスクリプト終了] スクリプトステップを利用して [Shuffle A] に JavaScript 
の実行結果を渡せます。

図 6-76 JavaScript との相互連携

（8） スクリプト [Shuffle A] では関数 Get （スクリプトの結果） を使い JavaScript でランダムに並び替えら
れた JSON 配列を取得できます。

カスタムダイアログを使って結果を表示します。

図 6-77 JavaScript との相互連携
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いかがでしたでしょうか？ FileMaker スクリプトと JavaScript とを相互に連携させるには、 最初は複雑に
感じるかもしれません。 しかしながら連携のコツをつかんでしまえば、 オープンソースとして公開されている 
JavaScript ライブラリを使って、 既存のカスタム App の機能を拡張することも可能です。 FileMaker スクリプト
と JavaScript との連携サンプルは FileMaker Pro ヘルプにも記載があるので、 興味のある方は確認してみてく
ださい。

まとめ
FileMaker プラットフォームでは、 チームの情報共有に必要な画面や帳票の開発にはそれほど高度な IT の知識

は必要ありません。 そのため FileMaker プラットフォームで開発されたカスタム App を基幹システムとして採用
する組織も多いと思います。 本章では、 FileMaker Server に蓄積されたデータを FileMaker Pro や FileMaker 
Go で共有するばかりではなく、 FileMaker Data API を利用して、 別のプラットフォームからカスタム App のデー
タにアクセスできることを学習しました。

FileMaker Data API を活用すれば、 柔軟にそして簡単にシステムの拡張が可能となります。 これを機会に様々
な Web サービスと連携して、 データを有効活用することも検討してみてください。

FileMaker.PerformScript
FileMaker.PerformScript を使えば JavaScript から FileMaker スクリプトを指定して実行できます。
しかしながら、 実行タイミングによっては FileMaker.PerformScript が失敗する場合があります。
例えば Web ビューアがレイアウトに表示された直後に JavaScript の window.onload イベントを経由して FileMaker.

PerformScript が実行された場合、 FileMaker オ
ブジェクトの読み込みができておらず処理は失敗し
ます。

これを回避するには setTimeout 関数を使っ
て FileMaker.PerformScript が失敗した場合は、
数ミリ秒経過したのちに再実行する処理を追加しま
す。

演習 6.4.1 のサンプルファイルには setTimeout 
関数を使い FileMaker.PerformScript を実行した
場合と、 直接実行した場合の 2 つの処理が記述さ
れています。

コメントアウトを切り替えて、 実行結果を確認し
てみてください。

図 6-78 FileMaker.PerformScript

[ テキストを挿入 ] スクリプトステップ
Web ビューアに HTML ソースコードを直接記述する場合、 HTML 属性は一般的にダブルクォーテーションで囲まれています。

ダブルクォーテーションをエスケープしてもよいのですが [テキストを挿入] スクリプトステップを使い、 任意の変数を経由すること
でダブルクォーテーションをエスケープせずに HTML ソースコードをそのまま Web ビューアに記述することが可能です。 ただし 
[テキストを挿入] スクリプトステップを使った変数の設定には、 最大 30,000 字の文字数制限があるので、 制限を超えるような
巨大な HTML ソースコードは直接変数に設定することができません。

そのような場合、 [テキストを挿入] スクリプトステップの [内容を選択] オプションをはずすと、 ターゲット変数の内容を書き換
えることなくその変数の末尾に、 指定したテキストを追記するように振る舞いが変わります。 つまり、 複数の [テキストを挿入] 
スクリプトステップを組み合わせると、 最大文字数以上のテキストを任意の変数に設定できるようになります。
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付録 A fmsadmin コマンド

FileMaker Server に は FileMaker Server Admin Console の 他 に、 コ マ ン ド ラ イ ン イ ン タ ー フ ェ ー ス
（CLI） を使った管理ツール fmsadmin ツールが付属します。 fmsadmin ツールは FileMaker Server Admin 
Console から操作できるほとんどの機能を CLI から実行できるので、 スクリプト、 またはバッチファイルから 
FileMaker Server を操作したり、 FileMaker Server Admin Console が利用できない状況下で FileMaker 
Server を制御できます。

（引用） FileMaker Server コマンドラインリファレンス
https://support.claris.com/s/answerview?language=ja&anum=000025601
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[付録-1]　fmsadminコマンド一覧
コマンド

AUTORESTART Admin Server あるいは FMSE の自動起動を設定したり、 設定状況を取得
します 

BACKUP カスタム App をバックアップします 
CERTIFICATE SSL 証明書を管理します 
CLEARKEY 保存されているカスタム App 暗号化パスワードを削除します 
CLOSE カスタム App を閉じます 
DISABLE スケジュールあるいは詳細の統計ログを無効にします 
DISCONNECT クライアントの接続を解除します 
ENABLE スケジュールあるいは詳細の統計ログを有効にします 
GET (FileMaker Server 17 にて追加) FileMaker Server あるいは CWP の設定を取得します 
HELP ヘルプを表示します 
LIST クライアント、 カスタム App、 プラグイン、 スケジュールの一覧を表示します 
OPEN カスタム App を開きます 
PAUSE カスタム App を一時停止します 

REMOVE カスタム App をホストされたフォルダから削除します。 または空のフォルダを
削除します 

RESETPW 管理者ユーザーのパスワードをリセットします 
RESTART Server プロセスを再起動します 
RESUME 一時停止したカスタム App を再開します 
RUN スケジュールを実行します 
SEND メッセージを送信します 
SET (FileMaker Server 17 にて追加) FileMaker Server あるいは CWP の設定を変更します 
STANDBY (FileMaker Server 17 にて削除) スタンバイサーバーの接続、 役割を管理します 
START Server プロセスを開始します 
STATUS カスタム App のクライアントの状況を取得します 
STOP Server プロセスを停止します 
VERIFY カスタム App の一貫性をチェックします 
WPE FileMaker WebDirect ワーカーマシンを追加、 削除、 一覧表示します 
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fmsadmin AUTORESTART

使用方法 ： fmsadmin AUTORESTART [タイプ] [フラグ]

説明 ：
有効なフラグが指定されている場合、 タイプで指定されたサーバーまたはプロセスの自動再起動を有効および無
効にします。  フラグを指定しないと、 そのタイプの現在の自動再起動設定が表示されます。

有効なタイプ
'ADMINSERVER' 管理サーバー。
'FMSE' FileMakerスクリプトエンジンプロセス。

有効なフラグ ：
'ON' 自動再起動をオンにします。
'OFF' 自動再起動を無効にします。

FileMaker Server サービス （Windows） または fmserver_helperd デーモン （macOS） は、 デフォルトで 
Admin Server および FMSE プロセスの障害を監視し、 プロセスが停止したか 60 秒以上応答しない場合は常
にプロセスを自動的に再起動します。
'fmsadmin STOP' コマンドを使用して適切に管理サーバーまたは FMSE プロセスを停止した場合、 FileMaker 
Server はプロセスの監視を停止しますが、 自動再起動設定は変更されません。
自動再起動のデフォルト設定はオンです。 自動再起動オフ設定は永続的ではありません。  FileMaker Server サー
ビスまたは fmserver_helperd デーモンが起動するたびに、 自動再起動は自動的にオンになります。
このコマンドは、 FileMaker Server サービス （Windows） または fmserver_helperd デーモン （macOS）
が実行されている場合にのみ機能します。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。
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fmsadmin BACKUP

使用方法 ： fmsadmin BACKUP [ファイル ...] [パス ...] [オプション]

説明 ：
指定されたカスタム App （ファイル） または指定されたフォルダー内 （パス） のすべてのホストされているカスタ
ム App をバックアップします。
BACKUP コマンドは、 FileMaker Server へ接続しているクライアントが存在しているかどうかに関わらず、 ホス
トされているカスタム App のライブバックアップを実行します。 または、 最初にカスタム App を一時停止してか
ら BACKUP コマンドを発行し、 オフラインバックアップを実行します。 宛先パスを指定しないと、 カスタム App 
はデフォルトのバックアップフォルダにバックアップされます。 バックアップするカスタム App またはフォルダを指
定しないと、 ホストされているすべてのカスタム App がバックアップされます。
バックアップが完了したら、 オプションを使用してバックアップファイルを検証してクローンを作成できます。 カスタ
ム App のクローンには、 すべてのフィールド定義、 テーブル、 レイアウト、 スクリプトなどが含まれていますが、 レコー
ドデータは含まれていません。

オプション ：
'-d PATH, --dest PATH'

カスタム App を指定したパスにバックアップすることによって、 デフォルトのバックアップフォルダの保存先を上書
きします。
パスが存在しない場合、 FileMaker Server は作成を試みます。 フォルダーへのパスはスラッシュ （/） で終わら
なければなりません。
例 ：
'filewin ： / driveLetter ： / folderName /'
または
'filemac ： / volumeName / folderName /'
'-k count, --keep count'

保持するバックアップの世代を指定します （デフォルトは1）。  count が 0 以外の場合、 宛先にタイムスタンプ付
きバックアップフォルダが作成され、 ディスク容量が許す限り、 そのタイムスタンプ付きバックアップフォルダの最大
数まで保持されます。  count が 0 の場合、 タイムスタンプ付きフォルダは作成されず、 バックアップファイルとカ
スタム App のクローンがコピー先に書き込まれ、 同じ名前のファイルはすべて上書きされます。

'-n, --clone'
検証後に、 各バックアップファイルのクローンを作成します。

'-x, --verify'
各バックアップファイルの整合性を確認します。



付録
 

255

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

fmsadmin CERTIFICATE

使用方法 ：fmsadmin CERTIFICATE [証明書操作] [オプション] [名前] [ファイル]

説明 ：
このコマンドにより、 管理者は SSL 証明書を管理できます。
有効な （証明書操作） は次のとおりです。

'CREATE' 署名のために認証局に送信される SSL 秘密鍵と証明書要求を生成します。
'IMPORT' 認証局によって発行された SSL 証明書をインポートします。
'DELETE' 証明書要求、 カスタム証明書、 および関連する秘密鍵を削除します。

CREATE 操作には、 データベースサーバーに固有の （名前） が必要です。 これは、 サーバー名または DNS 名
の形式です。
例 ：
'fmsadmin certificate create svr.company.com --keyfilepass secret'
または
'fmsadmin certificate create /CN=svr.company.com/C=US --keyfilepass secret'

IMPORT 操作には、 認証局からの署名された証明書 （ファイル） のフルパスが必要です。
例 ：
fmsadmin certificate import /tmp/Signed.cer --keyfilepass secret
注 ： フォルダーとファイルの許可は、 fmsadmin グループが SSL 証明書と、 秘密鍵ファイルを読み取ることを許
可する必要があります。

オプション ：
'--keyfile KEYFILE'

署名付き証明書ファイルに関連付けられている秘密鍵ファイルを指定します。 このオプションを使用して、
CERTIFICATE CREATE を使用して生成されなかった証明書をインポートします。

'--keyfilepass secret'
秘密鍵ファイルの暗号化と復号化に使用される暗号化パスワードを指定します。 このオプションは CREATE 操作
には必須です。 暗号化証明書をインポートするには、 このオプションを使用します。

'--intermediateCA intermediateCAfile'
中間 CA 証明書を含むファイルを指定します。 証明書が中間認証局によって署名されている場合は、 このオプショ
ンを使用して証明書を発行したベンダーからの中間 CA ファイルをインポートします。
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fmsadmin CLEARKEY

使用方法 ： fmsadmin CLEARKEY [ファイル...]

説明 ：
—savekey オプションを指定した OPEN コマンドを使用して、 以前にサーバーに保存されたカスタム App （ファ
イル） 暗号化パスワードを削除します。
（ファイル） が指定されていない場合は、 サーバーに保存されているすべてのカスタム App 暗号化パスワードが
削除されます。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin CLOSE

使用方法 ： fmsadmin CLOSE [ファイル ...] [パス ...] [オプション]

説明 ：
指定されたカスタム App （ファイル） または指定されたフォルダー内 （パス） のすべてのホストされているカスタ
ム Appを閉じます。  （ファイル） または （パス） が指定されていない場合は、 すべてのカスタム App を閉じます。
カスタム App をファイル名ではなく ID で指定するには、 まず LIST FILES -s コマンドを使用してカスタム App 
とその ID のリストを取得します。

オプション ：
'-m message, --message message'

切断されているクライアントに送信されるテキストメッセージを指定します。

'-t seconds, --gracetime seconds'
クライアントを強制的に切断するまでに待機する合計秒数を指定します。  デフォルトかつ最小値は90秒です。

'-f, --force'
カスタム App を強制的にクローズし、 すぐにクライアントを切断します （-t オプションをオーバーライドします）。
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fmsadmin DISABLE

使用方法 ： fmsadmin DISABLE [タイプ] [スケジュール番号]

説明 ：
スケジュールまたは詳細統計ログを無効にします。

有効なタイプ
'SCHEDULE'  スケジュールID番号 （スケジュール番号） のスケジュールを無効にします。  各スケ

ジュールの ID 番号を取得するには、 LIST SCHEDULES コマンドを使用します。
'CLIENTSTATS' クライアント統計ログを無効にします。
'SERVERSTATS' サーバー統計ログを無効にします。
'TOPCALLSTATS' トップコール統計ログを無効にします。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin DISCONNECT

使用方法 ： fmsadmin DISCONNECT CLIENT [クライアント番号] [オプション]

説明 ：
指定されたクライアントを切断します。  （クライアント番号） は、 クライアントの ID 番号です。  LIST CLIENTS 
コマンドを使用して、 クライアントとその ID 番号のリストを入手してください。  CLIENT_NUMBER が指定され
ていない場合は、 すべてのクライアントが切断されます。

オプション ：
'-m message, --message message'

切断されているクライアントに送信されるテキストメッセージを指定します。

fmsadmin ENABLE

使用方法 ： fmsadmin ENABLE [タイプ] [スケジュール番号]

説明 ：
スケジュールまたは詳細統計ログを有効にします。

有効なタイプ
'SCHEDULE'  スケジュール ID 番号 （スケジュール番号） のスケジュールを有効にします。  各

スケジュールの ID番号を取得するには、 LIST SCHEDULES コマンドを使用し
ます。

'CLIENTSTATS' クライアント統計ログを有効にします。
'SERVERSTATS' サーバー統計ログを有効にします。
'TOPCALLSTATS' トップコール統計ログを有効にします。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。
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fmsadmin GET 

使用方法 ： fmsadmin GET BACKUPTIME [ID]
 fmsadmin GET CONFIG_TYPE [名前1 名前2 ...]

説明 ：
オプションの （ID） パラメータを使用すると、 GET BACKUPTIME コマンドは指定されたバックアップスケジュー
ルの開始時刻を取得します。 オプションの （ID） パラメータを省略すると、 すべてのバックアップスケジュールの
開始時刻が返されます。 GET CONFIG_TYPE コマンドは、サーバーまたはカスタム Web 公開設定を取得します。

CONFIG_TYPE の有効な構成タイプ
'SERVERCONFIG' サーバー設定を取得します。
'CWPCONFIG' カスタムWeb公開の構成設定を取得します。

SERVERCONFIG の有効な設定名 ：
'BACKUPINTERVAL'  FileMaker Server がプログレッシブバックアップを実行する頻度 （分単

位）。
'CACHESIZE' サーバによって割り当てられたキャッシュメモリ （メガバイト単位）。
'LOGSIZE' 各ログファイルの最大サイズ （メガバイト単位）。
'HOSTEDFILES' ホストできるカスタム App の最大数。
'PROCONNECTIONS' FileMaker Pro Advanced クライアント接続の最大数。
'SCRIPTSESSIONS' サーバー上で同時に実行できるスクリプトセッションの最大数。
'SECUREFILESONLY'  フルアクセス権限セットを割り当てられたパスワードで保護されたアカウントを持

つカスタム App のみをホスティング用に開くことができるかどうか。
'STATSINTERVAL' FileMaker Server が統計情報を収集する頻度 （秒単位）。

CWPCONFIGの 有効な構成名
'ENABLEPHP' PHP を使用したカスタムWeb公開が有効になっているかどうか。
'ENABLEXML' XML を使用したカスタムWeb公開が有効になっているかどうか。
'ENCODING' PHP ファイルのデフォルトの文字エンコーディング。
'LOCALE'  FileMaker API for PHP によって返されるエラーメッセージの言語ロ

ケール。
'PREVALIDATION'  FileMaker API for PHP が、 データベースサーバーへの変更をコミッ

トする前にレコードデータを検証するかどうか。
'USEFMPHP'  独自のバージョンの PHP ではなく、 FileMaker バージョンの PHP エン

ジンを使用するかどうか。

構成名が指定されていない場合は、 対応する CONFIG_TYPE のサポートされているすべての構成がリストされ
ます。
注 ： 入力設定名は大文字と小文字を区別しません。
例 ：
'fmsadmin GET BACKUPTIME'
'fmsadmin GET BACKUPTIME 1'
'fmsadmin GET SERVERCONFIG HOSTEDFILES SCRIPTSESSIONS'
'fmsadmin GET SERVERCONFIG'
'fmsadmin GET CWPCONFIG ENABLEPHP USEFMPHP'
'fmsadmin GET CWPCONFIG'
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fmsadmin HELP

使用方法 ： fmsadmin [オプション] [コマンド]

説明 ：
fmsadmin は、 ローカルマシンにインストールされている FileMaker Server のデータベースサーバーコンポー
ネントを管理するためのコマンドラインツールです。
シェルコマンドまたは端末コマンドの実行を可能にするスクリプト言語を使用して、 fmsadmin を使用して多くのタ
スクをスクリプト化できます。

'fmsadmin HELP COMMANDS'
利用可能なコマンドを一覧表示します

'fmsadmin HELP [コマンド]'
指定された COMMAND に関するヘルプを表示します

'fmsadmin HELP OPTIONS'
利用可能なオプションを一覧表示します

fmsadmin LIST

使用方法 ： fmsadmin LIST [タイプ] [オプション]

説明 ：
指定された （タイプ） の項目をリストします。

有効なタイプ
'CLIENTS' 接続されているクライアントを一覧表示します。
'FILES' ホストされているカスタム App を一覧表示します。
'PLUGINS' データベースサーバー計算プラグインを一覧表示します。
'SCHEDULES' スケジュールを一覧表示します。

オプション ：
'-s, --stats'

各項目の追加詳細を報告します。
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fmsadmin OPEN

使用方法 ： fmsadmin OPEN [オプション] [ファイル...] [パス...]

説明 ：
デフォルトおよび追加のデータベースフォルダ内のカスタム App を開きます。  指定された各FILEが開かれるか、
または各フォルダー内 （パス） のすべてのカスタム App が開かれます。  （ファイル） または （パス） が指定され
ていない場合は、 ホスティングエリア内のすべてのカスタム App が開かれます。
カスタム App をファイル名ではなく ID で指定するには、 まず LIST FILES -s コマンドを使用してカスタム App 
とその ID のリストを取得します。

オプション ：
'--key encryptpass'

開かれているカスタム App の暗号化パスワードを指定します。
'--savekey'

--key オプションで提供された暗号化パスワードを保存します。  パスワードは、 開かれる暗号化されたカスタ
ム App ごとにサーバーに保存されます。  保存されたパスワードにより、 サーバーは毎回 --key オプションを
指定せずに暗号化されたカスタム App を開くことができます。  サーバーに保存されている暗号化パスワードは、
CLEARKEY コマンドを使用して削除できます。

fmsadmin PAUSE

使用方法 ： fmsadmin PAUSE [ファイル...] [パス...]

説明 ：
指定されたカスタム App （ファイル） または指定されたフォルダー内 （パス） のすべてのホストされているカスタ
ム App を一時停止します。 （ファイル） または （パス） が指定されていない場合は、 すべてのカスタム App を
一時停止します。 カスタム App が一時停止した後は、 RESUME コマンドが実行されるまで、 カスタム App を
コピーまたはバックアップしても安全です。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。
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fmsadmin HELP REMOVE

使用方法 ： fmsadmin REMOVE [ファイル...] [パス...]

説明 ：
閉じられたカスタム App を 「削除済み」 フォルダに移動し、 ホストされなくなるようにします。  指定された各カ
スタム App （ファイル） が削除され、 各フォルダー （パス） 内のすべてのカスタム App が削除されます。  （ファ
イル） または （パス） が指定されていない場合は、 ホスティンされているすべてのカスタム App が削除されます。  
指定したフォルダ （パス） が空の場合、 そのフォルダは削除されます。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin RESETPW

使用方法 ： fmsadmin RESETPW [オプション]

説明 ：
このコマンドにより、管理者はアドミンコンソールアカウントのパスワードをリセットできます。  いずれかの （オプショ
ン） を省略すると、 （オプション） を入力するように求められます。  オプションなしで RESETPW コマンドを指定
すると、 インストール中に作成された PIN 番号と新しいパスワードを入力するようにプロンプトが出されます。

オプション ：
'-p pass, --password pass'

新しいパスワードを指定します。
'-z pin, --pin pin'

インストール中に作成された 4 桁の PIN 番号を指定します。
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fmsadmin RESTART

使用方法 ： fmsadmin RESTART [タイプ]

説明 ：
指定された （タイプ） のサーバーまたはプロセスを再起動します。 このコマンドは、 サーバーまたはプロセスを停
止してから少し遅れて開始します。

有効なサーバーのタイプ
'ADMINSERVER' 管理サーバーを停止して起動します。
'SERVER' データベースサーバーを停止します。

有効なプロセスタイプ
'FMSE' FileMaker Script Engine プロセスを再起動します。
'FMSIB' サーバープログレッシブバックアッププロセスを再起動します。
'XDBC' ODBC / JDBC リスナープロセスを再起動します。
'WPE' すべての Web 公開プロセスを再開します。
'FMDAPI' すべての FileMaker Data API プロセスを再起動します。

このコマンドは、 FileMaker Server サービス （Windows） または　fmserver_helperd デーモン （macOS）
が実行されている場合にのみ機能します。

オプション ： （サーバにのみ適用可能）
'-f, --force'

データベースサーバを迅速にシャットダウンします。 すべてのクライアントは直ちに切断されます （-t オプションを
オーバーライドします）。

'-m message, --message message'
接続されているクライアントに送信するテキストメッセージを指定します。

'-t seconds, --gracetime seconds'
クライアントを強制的に切断するまでに待機する合計秒数を指定します。 デフォルトでは、 90 秒後にすべてのクラ
イアントが切断されます。
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fmsadmin RESUME

使用方法 ： fmsadmin RESUME [ファイル...] [パス...]

説明 ：
一時停止したカスタム App を再び使用可能にします。  指定されたカスタム App （ファイル） または指定された
フォルダー内の一時停止されたすべてのカスタム App （パス） 上で共有を再開します。  （ファイル） または （パス）
が指定されていない場合は、 一時停止されているすべてのカスタム App が再開されます。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin RUN

使用方法 ： fmsadmin RUN SCHEDULE [スケジュール番号]

説明 ：
（スケジュール番号） で指定されたスケジュールを手動で実行します。  スケジュールとその ID 番号のリストを入手
するには、 LIST SCHEDULES コマンドを使用してください。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin SEND

使用方法 ：  fmsadmin SEND [オプション] [クライアント番号] [ファイル...] [パス...]

説明 ：
（クライアント番号） で指定されたクライアント、 指定されたカスタム App に接続されているクライアント （ファイ
ル）、 または指定されたフォルダー内 （パス） の任意のカスタム App に接続されているすべてのクライアントにテ
キストメッセージを送信します。
（クライアント番号）、 （ファイル）、 または （パス） が指定されていない場合、 メッセージは接続されているすべて
のクライアントに送信されます。  デフォルトでは、 パラメータは （ファイル） または （パス） です。  （クライアント
番号） を指定するには、 -c オプションを使用する必要があります。
例 ：
fmsadmin SEND -c 2 -m "This is a test message"

オプション ：
'-m message, --message message'

送信するテキストメッセージを指定します。
'-c, --client'

（クライアント番号） を指定します。
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fmsadmin SET

使用方法 ： fmsadmin SET BACKUPTIME [ID] HH ： MM
 fmsadmin SET CONFIG_TYPE [名前1=値1、 名前2=値2 ...]

説明 ：
オプションの （ID） パラメータを使用すると、 SET BACKUPTIME コマンドは指定されたバックアップスケジュー
ルの開始時刻を変更します。 オプションの （ID） パラメータを省略すると、 デフォルトのバックアップスケジュー
ルが変更されます。 必要な開始時刻を HH ： MM 形式で指定します。 ここで、 HH は 00 から 23 での 24 時
間形式の時間、 MM は 00 から 59 までの分です。 例えば、 18:30 は 6:30 PM を意味します。  00:15 は午前 
12:15 を意味します。
SET CONFIG_TYPE コマンドは、 サーバーまたはカスタム Web 公開の構成設定を変更します。

CONFIG_TYPE の有効な構成タイプ
'SERVERCONFIG' サーバー構成設定を変更します。
'CWPCONFIG' カスタム Web 公開の設定を変更します。

SERVERCONFIG の有効な設定名 ：
'BACKUPINTERVAL'  FileMaker Server がプログレッシブバックアップを実行する頻度 （分単

位）。
'CACHESIZE' サーバによって割り当てられたキャッシュメモリ （メガバイト単位）。
'LOGSIZE' 各ログファイルの最大サイズ （メガバイト単位）。
'HOSTEDFILES' ホストできるカスタム App の最大数。
'PROCONNECTIONS' FileMaker Pro Advanced クライアント接続の最大数。
'SCRIPTSESSIONS' サーバー上で同時に実行できるスクリプトセッションの最大数。
'SECUREFILESONLY'  フルアクセス権限セットを割り当てられたパスワードで保護されたアカウントを持

つカスタム App のみをホスティング用に開くことができるかどうか。
'STATSINTERVAL'  FileMaker Server が統計情報を収集する頻度 （秒単位）。 統計の計算

に必要なオーバーヘッドを減らすには、 間隔を増やします。

CWPCONFIG の有効な構成名
'ENABLEPHP' PHP を使用したカスタム Web 公開が有効になっているかどうか。
'ENABLEXML' XML を使用したカスタム Web 公開が有効になっているかどうか。
'ENCODING PHP ファイルのデフォルトの文字エンコーディング。
'LOCALE'  FileMaker API for PHP によって返されるエラーメッセージの言語ロ

ケール。
'PREVALIDATION'  FileMaker API for PHP が、 データベースサーバーへの変更をコミッ

トする前にレコードデータを検証するかどうか。
'USEFMPHP'  独自のバージョンの PHP ではなく、 FileMaker バージョンの PHP エン

ジンを使用するかどうか。
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注 ： 入力設定名は大文字と小文字を区別しません。
例 ：
'fmsadmin SET BACKUPTIME 00:30'
'fmsadmin SET BACKUPTIME 1 22:00'
'fmsadmin SET SERVERCONFIG CACHESIZE=1024 SECUREFILESONLY=true'
'fmsadmin SET CWPCONFIG ENABLEPHP=true ENCODING=ISO-8859-1 LOCALE=de'

fmsadmin START

使用方法 ： fmsadmin START [タイプ]

説明 ：
指定した （タイプ） のサーバーまたはプロセスを起動します。

有効なサーバーのタイプ
'ADMINSERVER' 管理サーバーを起動します。
'SERVER' データベースサーバを起動します。

有効なプロセスタイプ
'FMSE' FileMaker Script Engine プロセスを起動します。
'FMSIB' サーバープログレッシブバックアッププロセスを開始します。
'XDBC' ODBC / JDBC リスナープロセスを起動します。
'WPE' すべてのWeb公開プロセスを開始します。
'FMDAPI' すべての FileMaker Data API プロセスを起動します。

このコマンドは、 FileMaker Server サービス （Windows） または fmserver_helperd デーモン （macOS）
が実行されている場合にのみ機能します。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。

fmsadmin STATUS

使用方法 ： fmsadmin STATUS [タイプ] [クライアント番号] [ファイル]

説明 ：
指定された （タイプ） の状況を取得します。

有効なタイプ
'CLIENT' （クライアント番号） で指定されたクライアントのステータスを取得します。
'FILE' （ファイル） によって指定されたカスタム App の状況を検索します。

オプション ：
コマンド固有のオプションはありません。
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fmsadmin STOP

使用方法 ： fmsadmin STOP [タイプ] [オプション]

説明 ：
指定された （タイプ） のサーバーまたはプロセスを停止します。

有効なサーバーのタイプ
'ADMINSERVER' 管理サーバを停止します。
'SERVER'  データベースサーバを停止します。 デフォルトでは、 90 秒後にすべてのクライアント

が切断されます。

有効なプロセスタイプ
'FMSE' FileMaker Script Engine プロセスを停止します。
'FMSIB' サーバープログレッシブバックアッププロセスを停止します。
'XDBC' ODBC / JDBC リスナープロセスを停止します。
'WPE' すべての Web 公開プロセスを停止します。
'FMDAPI' すべての FileMaker Data API プロセスを停止します。

このコマンドは、 FileMaker Serverサービス （Windows） または fmserver_helperd デーモン （macOS）
が実行されている場合にのみ機能します。

オプション ： （サーバにのみ適用可能）
'-f, --force'

データベースサーバを迅速にシャットダウンします。 すべてのクライアントは直ちに切断されます （-t オプションを
オーバーライドします）。

'-m message, --message message'
接続されているクライアントに送信するテキストメッセージを指定します。

'-t seconds, --gracetime seconds'
クライアントを強制的に切断するまでに待機する合計秒数を指定します。
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fmsadmin VERIFY

使用方法 ： fmsadmin VERIFY [ファイル ...] [パス ...] [オプション]

説明 ：
指定されたカスタム App （ファイル）、 または指定されたフォルダー内 （パス） のすべてのホストされているカスタ
ム Appを閉じ、 それらを再び開くときに整合性チェックを実行します。  チェックに失敗したカスタム App は閉じ
たままにします。  （ファイル） または （パス） が指定されていない場合は、 すべてのカスタム App を閉じてチェッ
クします。

オプション ：
'-m message, --message message'

切断されているクライアントに送信されるテキストメッセージを指定します。
'-t seconds, --gracetime seconds'

クライアントを強制的に切断するまでに待機する合計秒数を指定します。  デフォルト （および最小） 値は 90 秒です。
'-f, --force'

カスタム App を強制的にクローズし、 すぐにクライアントを切断します （-t オプションをオーバーライドします）。
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fmsadmin WPE

使用方法 ： fmsadmin WPE [WPE_OP] [オプション]

説明 ：
このコマンドにより、 管理者は FileMaker WebDirect ワーカーマシンを追加、 削除、 および一覧表示できます。
マルチマシン展開では、 1 台のコンピューターを FileMaker Server マスターマシンとしてインストールする必要が
あります。
1 台以上のコンピューターを FileMaker WebDirect ワーカーマシンとしてインストールできます。

有効な WPE 操作 （WPE_OP） は以下のとおりです。
'ADD'  このオプションを使用してワーカーマシンをマスターマシンに追加します。  このコマンドは、 ワーカーマシンと

してインストールされているサーバーから実行する必要があります。  マスターマシンとしてインストールされて
いるサーバーで　WPE ADD コマンドを実行することはできません。

'REMOVE' このオプションを使用して、 マスターマシンからワーカーマシンを削除します。
'LIST'  マスターマシンで、 接続ステータスやクライアント接続数などのワーカーマシンを表示します。

fmsadmin help WPE [WPE_OP] を使用した、 各操作に関する追加のヘルプは以下の通りです。

fmsadmin WPE ADD [MASTER_HOST] [WORKER_HOST]
FileMaker WebDirect ワーカーマシンを FileMaker Server マスターマシンに追加します。

'MASTER_HOST' はマスターマシンのネットワーク名または IP アドレスです。
'WORKER_HOST' はワーカーマシンのネットワーク名または IP アドレスです。
'WORKER_HOST' を複数のマスターマシンに追加することはできません。

このコマンドは、 マスターマシンではなく、 ワーカーマシンとしてインストールされたサーバーから実行する必要が
あります。
このコマンドを実行する前に、 ワーカーマシン上のWeb公開エンジン （WPE） を停止する必要があります。 ワー
カーマシンで STOP WPE コマンドを実行して WPE を停止します。

fmsadmin WPE REMOVE [WORKER] [WORKER_HOST]
FileMaker Server マスターマシンから FileMaker WebDirect ワーカーマシンを削除します。

'WORKER' はワーカーマシンの WORKER_HOST または WORKER_ID です。
'WORKER_HOST'  はワーカーマシンのネットワーク名または IP アドレスです。  WPE ADD コマンド 

で使用されている WORKER_HOST 設定と一致している必要があります。
WORKER_HOST ではなく WORKER_ID でワーカーを指定するには、 まず WPE LIST コマンドを使用してワー
カーとその ID のリストを取得します。
このコマンドは、 ワーカーマシンではなくマスターマシンから実行する必要があります。
このコマンドを実行する前に、 ワーカーマシン上のWeb公開エンジン （WPE） を停止する必要があります。 ワー
カーマシンで STOP WPE コマンドを実行して WPE を停止します。

オプション ：
'-f, —force'

ワーカーマシンの構成変更が失敗した場合に、 ワーカー設定をマスターマシンから強制的に削除します。
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fmsadmin WPE LIST

FileMaker Server マスターコンピューター用に構成されているすべての FileMaker WebDirect ワーカーマシン
を表示します。
このコマンドは、 ワーカーマシンではなくマスターマシンから実行する必要があります。

Amazon WorkSpaces
昨今ますますクラウド環境に FileMaker Server を構築するお客様が増えてきました。 クラウド環境に FileMaker Server 

を展開することで、 サーバー構築の手軽さと、 機材のメンテナンスから解放される恩恵が得られる一方、 サーバークライアント
間の通信速度に関してだけは、 オンプレミス環境下の FileMaker Server がまだ有利といえます。

オンプレミス環境からクラウド環境に移行したが、 思ったよりスピードがでないと感じている場合、 Amazon Workspaces を
試してみるとよいかもしれません。 Amazon WorkSpaces は、 AWS が提供する 仮想デスクトップサービスです。 VPC の設
定にもよりますが、 EC2 上の FileMaker Server と WorkSpaces 上の FileMaker Pro とが同一アベイラビリティゾーンに存
在する場合、 その通信はオンプレミス同等のレイテンシしか発生しないはずなので、 体感的にも軽快に動作しているように感じ
ます。

（引用） Amazon WorkSpaces
https://aws.amazon.com/jp/workspaces/
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付録 B アドオン

目標
 • カスタムアドオンをインストールして、 カスタム App に機能追加できる
 • カスタムアドオンをパッケージ化して、 別のユーザーに配布できる

付録B.1　アドオンとは
アドオンとは、 テーブル、 レコード、 レイアウト、 スクリプト、 カスタム関数、 値一覧といった FileMaker で利用

する部品を一つのパッケージにまとめ、 目的のレイアウトにドラッグ & ドロップするだけで再利用できるようにした機
能です。 FileMaker Pro 19 からはさらに、 ベンダやユーザが作成したカスタム App を 「アドオンパッケージ」 と
して保存して、 配付できるようになりました。 また、 FileMaker Pro にも、 JavaScript を利用したカレンダー、 カ
ンバン、 アクティビティタイムライン、 グラフといった便利なアドオンが標準で同梱されています （19.1.2 以降）。

本書ではアドオンの使用方法とその作成方法を簡単なサンプルを使って学んでいきます。

（参考） アドオンの使用
https://help.claris.com/ja/pro-help/#page/FMP_Help%2Fadd-ons.html%23

付録B.2　アドオンの使用
演習ファイルに含まれるアドオン 「Postcode-JP」 を使ってカスタム App の機能を拡張してみましょう。 アドオ

ン 「Postcode-JP」 は、 郵便番号から住所を検索する API をパッケージ化し、 その機能を再利用できるように
したものです。 一般的に郵便番号から住所を検索するには、 日本郵便株式会社が公開している郵便番号データ 
ken_all に含まれる郵便番号と、 住所を対応させたデータをカスタム App にインポートして利用することが多いの
ですが、 データのメンテナンスやサイズ、 利便性を考慮すると外部のサービスや API を利用する方がスマートかも
しれません。

Japan Postal Code Web API ( PostcodeJP API) は、 住所入力補助を目的にカスタマイズされた郵便番号
データベースとその API です。 cURL や JavaScript などからアクセスし、 郵便番号に対応した住所を JSON 形
式で取得できます。 本書での演習を行う前に Japan Postal Code Web API ウェブサイトでアカウントを登録して 
API を利用する為のキーを取得する必要があります。 Free プランを選択すれば 1 日あたりの問い合わせ回数やレー
トに制限はありますが、 その機能を無償で試すことができます。

（参考） Japan Postal Code Web API のウェブサイト
https://postcode-jp.com
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付録B.2.1　［ 演習］ アドオンの使用
手順に従ってアドオン 「Postcode-JP」 をインストールしてみましょう。

（1） 演習ファイルに含まれるアドオン 「Postcode-JP」 を FileMaker Pro アプリケーションフォルダに保存し
ます。  

FileMaker Pro アプリケーションフォルダへアクセスするには、 [環境設定] - [プラグイン] から [プラグイ
ンフォルダを表示] をクリックしてフォルダを開き、 さらに階層を上に辿って、 以下のフォルダまで辿るの
がわかりやすいです。

[FileMaker Pro アプリケーションフォルダ]
・ Windows
C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥FileMaker¥Extensions¥Addo
nModules

・ macOS
~/Library/Application Support/FileMaker/Extensions/AddonModules

FileMaker Pro が起動していた場合は再起動します。
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図 B-1 FileMaker Pro アプリケーションフォルダ （ 上 : macOS, 下 : Windows）

（2） FileMaker Pro で新規カスタム App を作成します。

※ 本書では、 あらかじめ定義された App の中から [連絡先] を対象に演習を進めます。

図 B-2 アドオンの使用
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（3） レイアウト [連絡先詳細] でレイアウトモードに切替ます。 オブジェクトパネルを表示して、 アドオンタブに
切り替えます。

図 B-3 アドオンの使用

（4） 左下 [+プラスボタン ] をクリックします。 アドオンインストールダイアログから 「Postcode-JP」 を指定し 
[選択] をクリックします。 カスタム App にアドオンがインストールされました。

図 B-4 アドオンの使用
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（5） アドオンをドラッグ & ドロップして、 レイアウトに配置します。 本書ではアドオンを住所タブに配置しました
が、 任意の場所に配置いただいて構いません。

※ 本アドオンには Web ビューアが含まれるので、 ポータル上には配置できません。

図 B-5 アドオンの使用
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（6） ブラウズモードに切替ます。 住所タブを表示するとマッピングダイアログが表示されます。 Japan Postal 
Code Web API で入手したキーを [API キー] に入力します。 続いて API への問い合わせに必要な郵便
番号、 API の実行結果を挿入するフィールドをそれぞれマッピング情報として入力します。

本書では API の実行結果 [都道府県]、 [市区町村]、 [町域名] をそれぞれ [住所::国]、 [住所::州]、 [住所::
市] フィールドにマッピングしました。 [保存] ボタンをクリックします。

図 B-6 アドオンの使用
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（7） 新規レコードを作成します。 [郵便番号フィールド] に郵便番号を入力します。 アドオン [ i ボタン] をクリッ
クします。 それぞれのフィールドに住所データが挿入されました。

（8） マッピングダイアログを再び表示するには、 Shift や Option といった修飾キーを押しながらアドオン [ i ボ
タン] をクリックします。

図 B-7 アドオンの使用

いかがでしたでしょうか？ほんの数クリックで一般的にも需要の高い 「郵便番号住所検索機能」 をカスタム App 
に追加できました。

次節ではアドオン 「Postcode-JP」 をパッケージ化する前のオリジナルファイルを使ってアドオンの仕組みについ
てポイントを絞って学習していきます。
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付録B.3　アドオンの作成
演習ファイルに含まれるカスタム App 「Postcode-JP.fmp12」 は、 アドオン 「Postcode-JP」 をパッケージ

化する前のオリジナルファイルです。 アドオンはいくつかのルールに沿った形でカスタム App を作成し、 スクリプト
ステップ [名前を付けてアドオンパッケージとして保存] を実行することで、 他の FileMaker Pro でも利用できるよ
うにパッケージ化されアドオンフォルダに書き出されます。 本節ではアドオン 「Postcode-JP」 を作成した際に気
がついた、 アドオン作成に必要な最低限のポイントを確認していきます。

執筆にあたり、 海外で大変有名な Claris パートナーが公開しているウェブサイトの記事がとても参考になりまし
た。 英語のコンテンツになりますが、 アドオンの作成について大変丁寧に解説されておりますので事前に確認して
おくことをお勧めします。

（参考） FILEMAKER 19: CREATING FILEMAKER ADD-ONS （英語）
https://www.geistinteractive.com/2020/06/02/filemaker-19-creating-filemaker-add-ons/

付録B.3.1　［ 演習］ アドオンの作成
手順に従ってカスタム App 「Postcode-JP.fmp12」 から、 アドオン 「Postcode-JP」 を作成してみましょう。

本演習をはじめる前に、 前節演習でインストールしたアドオン 「Postcode-JP」 をアプリケーションフォルダから削
除し FileMaker Pro を再起動してください。

（1） 演習ファイルに含まれるカスタム App 「Postcode-JP.fmp12」 を開きます。

レイアウトモードに切り替えて、 レイアウト [__FMAddonTemplateDirectives_ja] を表示します。 レイ
アウトに配置されたオブジェクトグループ Postcode-JP_[<^FMXML_AddonInstanceUUID>] を確
認します。

この特別なレイアウトに含まれるオブジェクトのグループは、 カスタム App レイアウトに配置されるアドオ
ンオブジェクトとなります。

レイアウト名の末尾には ISO_639-1コードを付与します。

__FMAddonTemplateDirectives_国コード

FileMaker Pro ではユーザーの言語環境を参照し、 対応する国コードを持つレイアウトにあるオブジェクト
グループをレイアウトに配置します。

国コード毎にレイアウトを複数準備することで、 言語環境にあわせたローカライズが可能となるのです。 本
書では日本語環境を想定してアドオンを作成したので、 国コードに ja が付与されたレイアウトのみ作成し
てあります。
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図 B-8 アドオンの作成

（2） オブジェクトグループの [名前] を確認します。

Postcode-JP_[<^FMXML_AddonInstanceUUID>]

[<^FMXML_AddonInstanceUUID>] は、 レイアウトにアドオンを配置した際に、 システムが付与する
ユニークな ID に置き換えられます。

アドオン 「Postcode-JP」 は、 複数配置されても動作できるように、 配置されたアドオンオブジェクトの 
ID と API で取得した住所を挿入するフィールドの組み合わせを Config テーブルのレコードに保存してい
ます。

※  JavaScript で処理した結果を、 Web ビューア を指定して描画するには、 アドオンの名前に固有の ID 
を指定しておくと便利です。

住所取得スクリプトを実行した際は、 割り当てられたユニークな ID が引数としてスクリプトに渡されます。
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図 B-9 アドオンの作成

（3） スクリプトワークスペースを開きます。 スクリプトは全て、 アドオンをカスタム App に追加した際にコピー
されます。

カスタム App の既存スクリプトと区別できるように、 わかりやすい名前のフォルダにまとめておくことをお
勧めします。

図 B-10 アドオンの作成
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（4） [レイアウトの管理]ダイアログボックスを表示します。 
特別なレイアウト [__FMAddonTemplateDirectives_ja] を除いてレイアウトは全て、 アドオンをカスタ
ム App に追加した際にコピーされます。

カスタム App の既存レイアウトと区別できるように、 わかりやすい名前のフォルダにまとめておくことをお
勧めします。

図 B-11 アドオンの作成
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（5） データベースの管理ダイアログボックスを表示します。 テーブルとレコードは全て、 アドオンをカスタム 
App に追加した際にコピーされます。
既存のテーブルと名前が重複しないように、 なるべく固有の名前になるように工夫します。
※本書では演習のために、 わかりやすい名前をつけています。
アドオンの操作を説明するためにサンプルレコード、 テストを行うためのサンプルレイアウトをあらかじめ
作成しておくこともお勧めです。

図 B-12 アドオンの作成

（6） 本演習では利用していませんが、 カスタム関数／カスタムメニュー／テーマなどもアドオンを追加した際に、
カスタム App にコピーすることも可能です。
アドオンにパッケージされる内容を確認したら、いよいよスクリプトステップ [名前を付けてアドオンパッケー
ジとして保存] を使ってアドオンを作成するのですが、 書き出し用のスクリプト自体をアドオンに含めること
はお勧めできません。
したがって本書は、 アドオンをパッケージ化するためだけのカスタム App を別に作成しています。

（7） 演習ファイルに含まれるカスタム App AddOn-Installer.fmp12 を 開きます。

図 B-13 アドオンの作成
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（8） [Reload] ボタンをクリックします。 FileMaker Pro で現在開いている、 ウインドウの一覧を取得します。

対象ファイルフィールドに 「Postcode-JP」 を指定して [Install] ボタンをクリックします。

（9） アプリケーションフォルダにアドオンパッケージがインストールされました。 スクリプトステップ [名前を付け
てアドオンパッケージとして保存] ではウインドウを指定して、 パッケージ化するカスタム App を選択でき
ます。

図 B-14 アドオンの作成

（10） 展開されたアドオンパッケージから、 info_ja.jsonをみつけてエディタで開きます。

JSON ファイルに記載されている情報が、 アドオンの情報として、 FileMaker Pro に表示されます。 必
要に応じて任意の情報に上書きします。

Title ： アドオンの名前です。 アドオンのインストールダイアログに表示されます。

Description ： アドオンの機能を記述します。

Category ： インストールダイアログ／オブジェクトパレットで表示される際、 カテゴリで指定したグループ
欄にアドオンのアイコンが表示されます。

Features ： 配列要素ごとに 1 つの機能を記述します。

Optimized ： どのデバイスに最適化されたアドオンであるのか記述します。
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図 B-15 アドオンの作成

（11） 必要な場合、 インストールダイアログに表示されるアドオンのプレビュー画像 （preview.png）、 アイコン
画像 （icon.png） を任意の画像に書き換えます。
最後にパッケージ化されたアドオンフォルダを、 付録.2.1　[演習]　アドオンの使用　と同じ手順で、 任意
の PC にコピーして、 アドオンを利用できるか確認します。

図 B-16 アドオンの作成

いかがでしたでしょうか？よく利用する機能をアドオンでパッケージ化し再利用すれば、 カスタム App 開発効率
が格段にあがります。 近い将来には、 一般的なプログラム言語で配布されているオープンソースライブラリのように、
FileMaker の部品もアドオン化され、 世界中の開発者で共有できるようになる時が来るのかもしれません。
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付録 C Core ML

目標
 • モデル定義ファイルを使い、 カスタム App で画像分類ができる
 • オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成し、 カスタム App で画像分類ができる

付録C.1　Core ML とは
Core ML は、 Apple が 2017 年 WWDC （World Wide Developers Conference） で発表した、 機械学

習フレームワークの総称です。 機械学習とは Artificial Intelligence （人工知能） の概念に属する技術のひとつ
で、 機械に大量のデータを与えることでパターンやルールを学習させ、 予測や判別を行う技術のことです。 例え
ば Core ML を使えば 「画像の認識と分類」 「人体の姿勢や関節位置の検出」 「テキスト段落に対する質問への回
答の検出」 といった処理を、 必要最低限の知識でアプリに追加できます。 最新の FileMaker プラットフォームでは 
macOS、 iOS、 iPadOS を対象に、 カスタム App から Core ML の一部を利用可能となりました。

（参考） Introducing Core ML （Apple WWDC 2017）
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/703

付録C.2　Core ML の使用
演習ファイルに含まれるカスタム 「Image-Classifier.fmp12」 を使ってカスタム App に登録した画像を分類し

ます。 冒頭でもお伝えしましたが Core ML を使った機能は Windows では動作しません。 iPhone または iPad 
をお持ちの場合は、 App Store から FileMaker Go をダウンロードして演習を進めてください。

Apple ウェブサイトでは、 Core ML で利用する 「.mlmodel」 形式のモデル定義ファイルをダウンロードでき
ますが、 一部のモデル定義ファイルは FileMaker プラットフォームの標準機能ではそのまま使うことができません。
プラグインなどを経由することで YOLOv3、 PoseNet、 BERT-SQuAD といったモデル定義ファイルの利用が可能
となります。 興味のある方は研究してみてください。

本書では Core ML のなかでも視覚的にわかりやすいモデル定義ファイル Resnet50.mlmodel を使い、 画像
分類機能をカスタム App に追加します。  Resnet50.mlmodel はニューラルネットワークを 50 層重ねた事前学
習済みの機械学習モデルで、 入力された画像を 1000 種類のカテゴリに分類できます。 ちなみに、 ニューラルネッ
トワークが 4 層以上の層で構成された機械学習モデルは、 深層学習 （ディープラーニング） と呼ばれています。



付録
 

286

（参考） 機械学習モデル - Apple Developer
https://developer.apple.com/jp/machine-learning/models/

機械学習モデル紹介 YOLOv3
YOLOv3 は、 画像やカメラフレーム内の物体を検出し、 その分類が可能な機械学習モデルです。 物体の大きさや位置、 そ

して物体同士の相関関係を非常に高速に検出できます。
プロジェクトの中心メンバーであるジョセフ ・ レドモン 氏が登壇した TED のビデオアーカイブ は大変わかりやすくその機能が

紹介されています。 興味のある方はぜひ視聴してみてください。
[参考リンク]
http://www.ted-ja.com/2017/08/joseph-redmon-how-computer-learns-to.html

機械学習モデル紹介 PoseNet
PoseNet は、 画像やカメラフレーム内にある人体の姿勢を検出する機械学習モデルです。
人体を 17 のジョイントで分類し、 ジョイント同士のオフセットやオーバーラップの判定結果から複数人の姿勢検出も可能です。
画像から検出された JSON データを加工し、 複数人の姿勢をマッピングするまでに複雑な計算が必要ですが、 ディープラー

ニングの凄さを再認識できるモデルです。
[参考リンク]
https://developer.apple.com/documentation/coreml/detecting_human_body_poses_in_an_image
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付録C.2.1　［ 演習］ Core ML の使用
手順に従ってカスタム App で画像分類を行ってみましょう。

（1） Apple ウェブサイトから Resnet50.mlmodel をダウンロードします。

図 C-1 Core ML の使用

（2） 演習ファイルに含まれるカスタム App Image-Classifier.fmp12 を開きます。 .mlmodel フィールドに
ダウンロードした Resnet50.mlmodel を挿入します。

図 C-2 Core ML の使用
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（3） スクリプトメニューからスクリプト [Prediction] を実行します。

（4） ダイアログが表示されました。 画像は Egyptian cat、信頼度は 49 % という結果を得ることができました。

図 C-3 Core ML の使用

（5） 新規レコードを作成し、 別の画像を挿入しスクリプト [Prediction] を実行してみます。 
※ 最適な画像サイズは 224 x 224 になります。

Brittany spaniel、 信頼度は 41 % という結果を得ることができました。

図 C-4 Core ML の使用
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（6） スクリプトワークスペースを表示して、 スクリプト [Prediction] を確認します。 Core ML を利用するには
以下の 3 つの手順があります。

スクリプトステップ
機械学習モデルを構成 [ 処理: 視覚 ; 名前: $modelName ; 次から: @Sys::モデル ] 

カスタム App に配置したモデル定義ファイルを、 カスタム App で利用できるようにロードします。

スクリプトステップ 
変数を設定 [ $Result ; 値: ComputeModel ( $modelName; "image"; @Sys::画像 ) ] 

ComputeModel 関数を使い、 モデル定義ファイルに画像を渡し、 Core ML の解析結果を $Result に挿入
します。

スクリプトステップ　
機械学習モデルを構成 [ 処理: アンロード ; 名前: $modelName ] 

メモリからモデル定義ファイルをアンロードします。

図 C-5 Core ML の使用

（7） $Result に保存された JSON は信頼度の高い順に配列データとして解析結果が保存されています。 最
上位の配列に保存されている classification と confidence を取得して、 カスタムダイアログに表示し
ます。

すべての解析結果は [結果] フィールドに挿入された JSON を確認してみてください。



付録
 

290

図 C-6 Core ML の使用

いかがでしたでしょうか？ Core ML が FileMaker プラットフォームに統合されたことで簡単に機械学習の恩恵
を得ることができました。 ただし Resnet50 はあらかじめ学習した 1000 種類のカテゴリからしか画像を分類で
きません。 Resnet50 の分類カテゴリ以外のカテゴリに分類するためには、 独自に準備した画像セットで学習した
モデル定義ファイルが必要です。

次節では、 macOS で利用可能な Create ML アプリケーションを使ってモデル定義ファイルの作成を学習します。
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付録C.3　オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルの作成
機械学習技術で画像を分類するアプリケーションを開発するには、 画像と正解ラベルを組み合わせた画像

セットを準備し、 それらを機械に学習させるための工程が必要です。 一般的にこれらのプロセスには Keras、
Tensorflow、 JupiterNoteBook、 Python といったプログラミング技術やライブラリ、 そしてそれらの運用環境
の準備が必要です。 したがって機械学習の習得とその利用にはまだまだ敷居が高いものがあります。

一方 macOS ユーザーはこれらのプロセスを Create ML アプリケーションを使って簡単に実現できます。 ユー
ザーは特別な専門知識なしで、 利用したい機械学習のアルゴリズム、 そして学習データを準備すれば、 iOS、
iPadOS、 そして macOSから利用可能なモデル定義ファイル .mlmodel を作成できます。

モデル定義ファイルを作成するには、 トレーニング用の画像ファイルが大量に必要です。 トレーニング画像に
は識別したい画像分類ごとに 10 枚以上の画像ファイルの準備が推奨されています。 画像は多い方がよい結果
を得られるのですが、 画像分類ごとのファイル数のバランスも考慮し均等に画像セットを準備します。 本書では 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License で権利処理され共有されている 
The Oxford-IIIT Pet Dataset に含まれる動物の画像を使って学習を進めます。 オリジナルの画像を準備できな
い場合は、 こちらの画像データセットをダウンロードしてご利用ください。

（参考） Create ML
https://developer.apple.com/jp/documentation/createml/
（参考） The Oxford-IIIT Pet Dataset
https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/

付録.C3.1　［ 演習］ オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
Create ML は Xcode のサブアプリケーションです。 Xcode のインストールがまだの場合は、 手順に従ってイ

ンストールを行っておきます。 既にインストールが完了している場合は、 手順 1 をスキップして、 手順 2 から進めて
ください。

（1） App Store から Xcode を検索してインストールしておきます。

図 C-7 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
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（2） オリジナル画像を準備するか、 The Oxford-IIIT Pet Dataset をダウンロードして画像を準備します。 本
演習ではThe Oxford-IIIT Pet Dataset を使い演習を進めます。

画像セットから次の 3 つの分類を独自に作成します。 フォルダは以下のような構成となります。 Create 
ML ではフォルダ名がそのまま、 分類名称となります。

画像
├アビシニアン
├ビーグル
└ベンガル

図 C-8 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成



付録
 

293

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章

6 章

付録

（3） 各フォルダにそれぞれの画像を配置します。

※本演習では学習用画像をそれぞれ約 100 枚ずつ配置しました。

図 C-9 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
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（4） Xcode を起動します。 [Open Developer Tool] から [Create ML] をクリックして Create ML を起動
します。

図 C-10 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成

（5） [File] - [New Project] で 表 示 さ れ る [Choose a Template] ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス か ら [Image 
Classifier] を選択して [Next] ボタンをクリックします。

図 C-11 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
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（6） [Project Name] に任意の名称を入力して [Next] ボタンをクリックします。 任意のパスを指定して、 プ
ロジェクトファイルを保存します。

図 C-12 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成

（7） Create ML のメインウインドウが開きました。 Training Data から [Select Files...] をクリックして、 手
順 2 - 3 で準備した画像セットを指定します。

準備した画像データセットの分類数、 ファイル数が表示されます。 本書で準備した分類は、 アビシニアン、
ビーグル、 ベンガル の 3 つなので 3 Classes と表示されます。
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図 C-13 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成

（8） メニューにある [Train] ボタンをクリックしてトレーニングを開始します。 トレーニングが完了すると実行結
果が表示され、 モデル定義ファイルが作成されます。

図 C-14 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
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（9） [Output] をクリックします。 作成されたモデル定義ファイルは Create ML ウインドウで直接テストでき
ます。

トレーニングに使用していない画像をウインドウにドラッグして、 モデル定義ファイルの判定結果を確認し
てください。

問題ない場合は、 モデル定義ファイルアイコンをドラッグして、 デスクトップに保存します。

図 C-15 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成

（10） 「付録.2.1 [演習] Core ML の使用 」 と同様に、 モデル定義ファイルをカスタム App に挿入します。

スクリプトメニューからスクリプト [Prediction] を実行します。

（11） ダイアログが表示されました。 先程と同じ画像を分類したのですが今度は アビシニアン、 信頼度 99 % 
という結果を得ることができました。

図 C-16 オリジナル画像を使ったモデル定義ファイルを作成
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いかがでしたでしょうか？ Create ML を使うことでオリジナル画像を使って学習したモデル定義ファイルも簡単
に作成できます。 完成したモデル定義ファイルはカスタム App に読み込むことですぐに利用が可能です。 例えば、
独自の商品画像でトレーニングをしたモデル定義ファイルを作成すれば、 iPhone や iPad で撮影した画像の特徴を
判断して、 カスタム App の商品マスタから検索する仕組みを実装することも可能です。

本書で学んだとおり macOS を利用している FileMaker ユーザにとって、 機械学習モデルの作成や利用は大変
身近なものになりました。 この機会に是非、 Core ML を使ったカスタム App の開発にもチャレンジしてみてくだ
さい。

機械学習モデル紹介 BERT-SQuAD
BERT-SQuAD は、 与えられた文章から質問に対する回答を検出する機械学習モデルです。
BERT で使われている自然言語処理技術は、 Google の検索エンジンにも採用され、 検索結果品質が大きく向上したことで

も話題になりました。
Apple ウェブサイトで公開されている機械学習モデル BERT-SQuAD は、 スタンフォード大学が作成した質疑応答データセッ

トで BERT を Fine-Tunedしたものです。
[参考リンク]
https://developer.apple.com/documentation/coreml/finding_answers_to_questions_in_a_text_
document

MBS Plugin
FileMaker で利用可能な [機械学習モデルを構成] スクリプトステップでは、 Resnet50 のような入出力が単純な機械学習モ

デルや、 Create ML で作成した画像分類、 またはテキスト分類といった一部のモデルのみ対応しています。 本書コラムで紹介
した 機械学習モデル YOLOv3、 BERT-SQuAD、 PoseNet 等の複雑な入出力を伴う機械学習モデルを FIleMaker Pro で利
用するには、 MBS Plugin が必要となります。 MBS Plugin には Add2DArrayParameter 関数を使って、 機械学習モデルに
必要な配列リストを渡すことができます。

世の中には大変素晴らしい機械学習モデルがたくさんありますので、 FileMaker 標準機能だけで利用できるようになるとよ
いですね。
[参考リンク]
https://www.monkeybreadsoftware.com/filemaker/

https://developer.apple.com/documentation/coreml/finding_answers_to_questions_in_a_text_document
https://developer.apple.com/documentation/coreml/finding_answers_to_questions_in_a_text_document



