
Claris Connect ̶ 地図を活用した「移動」に関
わる業務の効率化

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

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

用語
Claris Connect では次のような用語を使用します。

地図を活用した「移動」に関わる業務の効率化
働き方改革が推進されている現在、多くの業務で IT の利用が加速しています。「様々な移動手段に対応した最適な情報」を的確
かつ素早く取得できれば、多くの「移動」に関わる業務の効率化が実現できます。
このドキュメントは、Claris Connect と株式会社ナビタイムジャパン（以下ナビタイムジャパンと略）が提供している 
NAVITIME API を活用した巡回ルート業務を効率化することを目的としたシナリオをステップバイステップ方式で説明する
チュートリアルです。

用語 説明

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

プロジェクト 関連するフローをセットにしたもの。

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

アクション 対象アプリケーションに対して特定の操作を行うステップ。

トリガ フローを開始するイベントまたはアクション。

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

ステップデータ 直前のステップまたはプレビューデータから返された実際のデータ。
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本書では、デイサービスの業務の中の送迎業務を例とし、該当利用日の利用者を巡回し最適なルートプランニングの作成を自動
化する以下3つのフローの作成を行います。
1. 地図操作スクリプトの取得
2. 緯度軽度の取得
3. 巡回ルートの検索

各フロー作成ステップの最後には、Apendix として補足や注意事項なども記載してありますので、併せて参照してください。
また本書では作成したフローの動作確認を実際の FileMaker カスタム App を使用して行います。確認に使用する 
FileMaker カスタム App 及び Web ビューア上で実行させている JavaScript は、以下のサイトよりダウンロードが可能です
ので利用規約を確認の上、ご利用ください。
<URL>
https://content.claris.com/ja/navitime-api-files

NAVITIME API コネクタで提供しているアクション一覧 
NAVITIME API コネクタでは、以下のアクションを提供しています。

始める前に
フローの作成を開始する前に、あらかじめ R-Software Inc. が提供する RapidAPI サービスにて NAVITIME API の利用申
込みが必要です。本書の例では、「For Claris car」と「For Claris map」の２つのサービスを利用しています。それぞれ利用申
込みを行ってください。利用申込みに関して不明な点がある場合は、ナビタイムジャパンにお問い合わせください。

ナビタイムジャパンお問い合わせ先：https://api-sdk.navitime.co.jp/api/clarisconnect/inquiryform.html

　ルート検索アクション 形状取得アクション その他のアクション

車の交通費・ルート検索 形状取得（車の交通費・ルート） 住所の緯度経度変換

車の巡回ルート検索 形状取得（車の巡回ルート） 駅／空港名検索

もっとも早く着ける車両検索 形状取得（もっとも早く着ける車両） 地図スクリプト URL の取得

徒歩＋公共交通のルートプランニング 形状取得（徒歩＋公共交通）

自転車のルートプランニング 形状取得（自転車）
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ステップ 1 - RapidAPI へ新規登録を行う

以下 URL へアクセスし、アカウントの新規登録を行います。
https://rapidapi.com/

「Sign Up」ボタンをクリックし、アカウント情報を入力します。

ステップ2 - API の検索を行う

「API Hub」をクリックし、検索条件入力欄に「NAVITIME」も
しくは「navitime」と入力し検索を行います。
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ステップ3 - 利用申込みを行う

検索された結果より、該当サービスをクリックし、利用申込み
を行います。

以下２つのサービスの利用申込みを行います。該当サービス
の名前の頭には、必ず「For Claris」がついていますので、間違
えないようにご注意ください。
1. For Claris car
2. For Claris map

プランを選択し、「Subscribe to Test」ボタンをクリックしま
す。利用プランの選択を行います。利用用途に合わせて選択し
てください。
クレジットカード情報の入力が必要となりますので、クレジット
カードをご用意ください。

各サービスには、以下 URL から直接アクセスが可能です。
• For Claris car
https://rapidapi.com/navitimejapan-
navitimejapan/api/for-claris-car/

• For Claris map
https://rapidapi.com/navitimejapan-
navitimejapan/api/for-claris-map/

ステップ4 - Application Key の確認

「My Apps」を開き、アカウントに設定されている
Application Key を確認します。

この値が Claris Connect の認証情報として使われます。
フィールド右端にあります「目のマーク」をクリックすると値が
表示されます。
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補足 - Rakuten RapidAPI のアカウントをお持ちの場合

2022年4月5日より Rakuten RapidAPI のサービスは、R-
Software Inc. が提供している RapidAPI サービスに移行
されます。それまでは、Rakuten RapidAPI のサイトへアクセ
スしてサービスの利用登録等を行なってください。

＜URL＞
https://api.rakuten.co.jp/ja/
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Claris Connect でのフロー作成手順
1. 地図操作スクリプトの取得 
ナビタイムジャパンではルート検索結果等を地図に描画したり操作を行うために、JavaScript の地図操作ライブラリを提供し
ています。このライブラリを取得するための URLの取得を行います。このフローで実現する内容は以下の通りです。

ステップ 1 - 新規プロジェクトを作成する

Claris Connect にサインインし、プロジェクトを作成します。

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

Claris Connect トップページで [+]をクリックし、次に
Create New をクリックします。「Untitled」という名前でプ
ロジェクトが新規に作成されます。プロジェクト名の上にマウス
ポインタを重ねる（マウスオーバーする）と、「鉛筆」マークが表
示されます。鉛筆マークをクリックし、プロジェクト名の変更を
行います。
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ステップ 2 - プロジェクト名を設定する

プロジェクト名を設定します。

この例では、「NAVITIME API Sample Project」 と設定し
ています。プロジェクト名に日本語は指定できません。

ステップ 3 - 新規フローを作成する

ステップ1 2で作成したプロジェクトにフローを新規作成しま
す。

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

Create New Flow をクリックして、プロジェクト内に新規フ
ローの作成を行います。
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ステップ 4 -トリガとして使用する App またはユーティリティを選択する

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

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

NAVITIME API App にはトリガとしての機能が提供されて
いませんので、本書の例では [Utility] セクション内の 
Webhooks を選択します。

ステップ 5 - トリガに検出させるイベントを選択する

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

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

Webhooks で、 Incoming HTTP Requests を選択し
て Continue をクリックします。
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ステップ 6 - リクエストを受け付ける Webhook URL の作成を行う

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

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、任意の Webhook 名を入力します。名称の指定が完了
すると、リクエストを受け付ける Webhook URL が自動生成
されます。
この例では、「map_script」と指定しています。

ステップ 7 - Webhook URL の検証を行う

自動生成された URL の検証を行います。この検証が完了す
るまで、トリガの保存は出来ません。検証が正しく行われると、 
Save Trigger ボタンが有効化され、トリガーの保存が可能
となります。

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

ステップ 8 - フローにアクションを追加する

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

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。
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ステップ 9 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

NAVITIME API を選択します。 

ステップ 10 - 選択した App またはユーティリティの中から実行するアクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

「地図スクリプトURLの取得」 を選択し、Continue をクリッ
クします。
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ステップ 11 - NAVITIME API に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

「NAVITIME API」の認証情報を Claris Connect に設定し
ます。

Sign into NAVITIME API をクリックします。

認証情報の設定画面は、ポップアップウインドウが表示されて
行われます。ブラウザのセキュリティにポップアップをブロック
するよう設定している場合は、「許可」するように変更してくだ
さい。

ステップ 12 - NAVITIME API を利用するための認証情報を入力する

Application Key 情報と該当する利用サービス名を設定し
ます。
（Application Key 情報が不明な場合は、RapidAPI 開発者
ダッシュボードへアクセスしてください）

認証情報を入力します。
• X-RapidAPI-Key :  Application Key
• サービス名： For Claris map

利用契約が行われていないサービスを選択した場合でも、こ
の時点ではエラーになりません。アクション実行時にエラーが
戻されます。
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ステップ 13 - 新規アカウントが作成されていることを確認する

NAVITIME API への認証が確認されると、正常に接続され
たことを示すメッセージ “Sccuess” が画面上に表示されま
す。

「Navitime account」が作成されたことを確認します。

ステップ 14 - アカウント名の変更と選択を行う

作成されたアカウント名は、全て「Navitime account」で表
示されます。
作成された認証情報は、「Connected Apps」タブにて確認
できますが、設定されている認証情報は表示されません。
また、NAVITIME API では、利用サービス毎にアカウントの作
成が必要なため、アカウント名をわかりやすい名前に変更する
ことを推奨します。
作成されたアカウント名を変更します。

作成された Navitime account 上にマウスポインタを重
ねる（マウスオーバーする）と、「鉛筆」マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックし、アカウント名の変更を行います。

この例では、「map」と指定しています。
変更完了後、該当するアカウントが選択されていることを確認
し、Continue をクリックします。

ステップ 15 - パラメータの設定を行う

パラメータは各アクションによって違います。「地図スクリプト
URLの取得」アクションには、設定が必要なパラメータはあり
ません。

Save をクリックします。
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ステップ 16 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックし、テスト実行モードに変更し
ます。Test Action をクリックしステップ実行を行います。送
信リクエストが正しく行われると、「200」というコードが戻さ
れ、地図スクリプト URL がレスポンスされたことを確認しま
す。

ステップ 17 - 実行結果（レスポンスデータ）をクライアントに返す

ステップの追加を行い、フロー内で使用する App またはユー
ティリティを選択します。
クライアントにレスポンスデータを返す場合は、 Utilities の
Webhooks 内にある Reply with JSON data アクション
を使う必要があります

Webhooks より、「Reply with JSON data」アクション
を選択します。 
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ステップ 18 - レスポンスデータの設定を行う

クライアントに返すデータの設定を行います。

前のステップで実行された「地図スクリプトURLの取得」のス
テップデータより選択し設定します。

Response Data
• キー名：url
• 値：ステップデータ内より「url」を選択して設定

設定完了後、Save をクリックします。

ステップ 19 - レビューとテスト

テスト実行を行います。

Review and Test をクリックし、テスト実行モードに変更し
ます。Test Action をクリックしステップ実行を行います。送
信リクエストが正しく行われると、「200」というコードが戻さ
れ、地図スクリプトURLがレスポンスデータとして返されたこ
とを確認します。
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ステップ 20 - フロー名を設定する

フロー名は、デフォルトで「Untitled」と設定されています。フ
ロー一覧に戻り、フロー名を設定します。

この例では、「地図操作スクリプトの取得」 と設定しています。

ステップ 21 - トリガを同期処理に変更

Claris Connect で作成されたトリガは、デフォルトでは非同
期処理モードのため、実行結果をクライアントにレスポンスを
返す事ができません。レスポンスを返すためには、トリガを同
期処理モードに変更する必要があります。

画面左のメニューより、 Webhooks をクリックします。

ステップ 22 - 該当するトリガを選択

該当プロジェクト内に作成されたトリガが一覧で表示されま
す。該当するトリガを選択します。

map_script をクリックします。
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ステップ 23 - 同期処理モードに変更

同期処理モードに変更します。

Return sync response をスライダで有効にします。

ステップ 24 - フロー実行を有効にする

フロー実行を有効にします。フロー一覧画面に戻り、該当する
フローを選択します。
完成したフローは、右図のようになります。

デフォルトではフロー実行は無効です。
フロー実行を有効にすることで、トリガがリクエストを受信する
たびにフローが実行されるようになります。

画面右上にあるスライダにてフロー実行を有効にし、一連の流
れを確認します。

History（フローの実行履歴）は、30日間保存され、30日を経
過すると削除されます。
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補足 1 - FileMaker カスタム App を使って動作を確認する

Claris FileMaker で作成された、動作確認用カスタム App
（NAVITIME API動作確認用.fmp12）を使って処理の確認を
行います。（以降、動作確認用 App と略）

パラメータの設定が行われていない、もしくは正しくない場合
には右図のようなエラーが表示されますので、パラメータ情報
の確認・設定をお願いします。

＜手順＞
1. パラメータ情報設定
画面右上の「歯車」アイコンより、パラメータ情報設定画
面を起動します。

2. API Key の設定
RapidAPI で設定された Application Key の値を「X-
RapidAPI-Key」に設定します。
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3. 緯度経度の設定
「出発地」「到着地」「地図初期表示時に中心点」、それぞ
れに該当する住所を入力し、フィールド右横にある緯度経
度取得ボタンをクリックします。該当する緯度経度が取
得・設定されます。

「X-RapidAPI-Key」が設定されていない場合は、緯度
経度の取得ができません。

4. 「地図操作スクリプト取得」フローのエンドポイントの設定
Claris Connect に作成したフローのトリガーに設定さ
れた URL を、画面の「地図操作スクリプトの取得」欄に
設定します。

5. 地図の初期表示を確認
パラメータの設定完了後、地図が正しく表示されるか確
認します。地図の再読込用ボタンをクリックします。

地図が正しく表示されれば、「地図操作スクリプトの取得」
フローは完成です。
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2. 緯度経度の取得 
ルート検索を行うためには、出発地点や到着地点、経由地など各地点の位置情報を使用して検索を行います。お客様情報や会社
の所在地など、指定された住所情報より緯度経度の取得を行います。
このフローで実現する内容は以下の通りです。

ステップ 1 - 新規フローをプロジェクト内に追加する

すでに作成されているプロジェクト（NAVITIME API 
Sample Project）にフローを追加します。

New Flow をクリックして、プロジェクトの新規フローの作成
を開始します。

ステップ 2 -トリガとして使用する App またはユーティリティを選択する

フローを開始させるAppまたはユーティリティを選択します。

[Utility]セクション内の Webhooks を選択します。
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ステップ 3 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガの選択を行います。

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

ステップ 4 - リクエストを受け付ける Webhook URL の作成を行う

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

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、任意の Webhook 名を入力します。名称の指定が完了
すると、リクエストを受け付ける Webhook URL が自動生成
されます。
この例では、「latlon」と指定しています。

ステップ 5 - Webhook URL の検証を行う

自動生成された URL の検証を行います。この検証が完了す
るまで、トリガの保存は出来ません。検証が正しく行われると、 
Save Trigger ボタンが有効化され、トリガーの保存が可能
となります。

自動生成された Webhook URL をクリックし、リクエストの
受付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。
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ステップ 6 - フローにアクションを追加する

このステップでは、トリガが検出されたときに実行するユーティ
リティまたは App を設定します。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 7 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されているAppは、Your Apps という
カテゴリに表示されるようになります。

NAVITIME API を選択します。 
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ステップ 8 - 選択した App またはユーティリティで実行するアクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

指定された住所情報の緯度経度を取得します。

住所の緯度軽度変換を選択し、Continue をクリックします。

ステップ 9 - NAVITIME API に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

「NAVITIME API」の認証情報を Claris Connect に設定し
ます。

Connect New NAVITIME API Account をクリックし
ます。

認証情報の設定画面は、ポップアップウインドウが表示されて
行われます。ブラウザのセキュリティにポップアップをブロック
するよう設定している場合は、「許可」するように変更してくだ
さい。
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ステップ 10 - NAVITIME API を利用するための認証情報を入力する

Application Key 情報と該当する利用サービス名を設定し
ます。
（Application Key 情報が不明な場合は、RapidAPI 開発者
ダッシュボードへアクセスしてください）

認証情報を入力します。
• X-RapidAPI-Key :  Application Key
• サービス名： For Claris car

利用契約が行われていないサービスを選択した場合でも、こ
の時点ではエラーになりません。アクションを実行時にエラー
が戻されます。

ステップ 11 - 新規アカウントが作成されていることを確認する

NAVITIME API への認証が確認されると、正常に接続され
たことを示すメッセージ “Sccuess” が画面上に表示されま
す。

「Navitime account」が追加作成されたことを確認しま
す。
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ステップ 12 - アカウント名の変更と選択を行う

作成されたアカウント名は、全て「Navitime account」で表
示されます。
作成された認証情報は、「Connected Apps」タブにて確認
できますが、設定されている認証情報は表示されません。
また、NAVITIME API では、利用サービス毎にアカウントの作
成が必要なため、アカウント名をわかりやすい名前に変更する
ことを推奨します。
作成されたアカウント名を変更します。

作成された Navitime account 上にマウスポインタを重
ねる（マウスオーバーする）と、「鉛筆」マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックし、アカウント名の変更を行います。

この例では、「car」と指定しています。
変更完了後、該当するアカウントが選択されていることを確認
し、Continue をクリックします。

ステップ 13 - 緯度軽度の取得を行う住所情報を入力・設定する

各項目には、固定値またはステップデータより値の設定が可能
です。
今回は、トリガに受け渡された値（パラメータ）を利用して設定
します。

トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

この例で設定する項目
• word（検索を行う住所）

設定完了後、Save をクリックします。
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ステップ 14 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、指定した住所の
緯度経度情報が確認できます。

ステップ 15 - 実行結果（レスポンスデータ）をクライアントに返す

ステップの追加を行い、フロー内で使用する App またはユー
ティリティを選択します。
クライアントにレスポンスデータを返す場合は、 Utilities の
Webhooks 内にある Reply with JSON data アクション
を使う必要があります

Webhooks より、「Reply with JSON data」アクション
を選択します。 
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ステップ 16 - レスポンスデータの設定を行う

ステップ 17 - レビューとテスト

テスト実行を行います。

Review and Test をクリックし、テスト実行モードに変更し
ます。Test Action をクリックしステップ実行を行います。送
信リクエストが正しく行われると、「200」というコードが戻さ
れ、ステップ２で取得した緯度経度情報がレスポンスされたこ
とを確認します。

クライアントに返すレスポンスデータの設定を行います。

前のステップで実行された「住所の緯度経度変換」のステップ
データより選択し設定します。

Response Data の設定内容

設定完了後、Save をクリックします。
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ステップ 18 - フロー名を設定する

フロー名は、デフォルトで「Untitled」と設定されています。フ
ロー一覧に戻り、フロー名を設定します。

この例では、「緯度経度の取得」 と設定しています。

ステップ 19 - トリガを同期処理に変更

Claris Connect で作成されたトリガは、デフォルトでは非同
期処理モードのため、実行結果（レスポンスデータ）をクライア
ントに返す事ができません。
トリガを同期処理モードに変更する必要があります。

画面左のメニューより、 Webhooks をクリックします。

ステップ 20 - 該当するトリガを選択

該当プロジェクト内に作成されたトリガが一覧で表示されま
す。該当するトリガを選択します。

latlon をクリックします。

 







Page  of 27 53



ステップ 21 - 同期処理モードに変更

同期処理モードに変更します。

Return sync response をスライダで有効にします。

ステップ 23 - フロー実行を有効にする

フロー実行を有効にします。フロー一覧画面に戻り、該当する
フローを選択します。
完成したフローは、右図のようになります。

デフォルトではフロー実行は無効です。
フロー実行を有効にすることで、トリガがリクエストを受信する
たびにフロー実行が行われるようになります。

画面右上にあるスライダにてフロー実行を有効にし、一連の流
れを確認します。

History（フローの実行履歴）は、30日間保存され、30日を経
過すると削除されます。
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補足1 -フローの実行結果を確認する

フロー実行された処理結果の確認は、「History」タブにて参
照できます。
Postman より送信されたリクエストの実行結果を確認して
みます。
（Postman の設定方法は、「Appendix 1. Postman を使っ
た検証方法」を参照してください）

同期処理が有効化されていますので、Reply with JSON 
data にて設定された内容が、結果として戻されていることが
確認できます。また、Historyでも同様の結果が表示されるこ
とを確認します
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補足 2 - FileMaker カスタム App を使って確認してみよう

動作確認用 App を使って処理の確認を行います。

ここからは、「地図操作スクリプトの取得」フローが正しく動作
していることが前提となります。右図のように地図が表示され
ているか確認してください。

＜手順＞
1. パラメータ情報設定
画面右上の「歯車」アイコンより、パラメータ情報設定画
面を起動します。

2. 「緯度経度の取得」フローのエンドポイントの設定
Claris Connect に作成したフローのトリガーに設定さ
れた URL を、画面の「緯度軽度の取得」欄に設定します。
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3. 緯度経度の取得を確認
パラメータの設定完了後、緯度経度が正しく取得される
事を確認します。利用者情報のサンプルデータとして4レ
コードが存在しています。各データを表示させ、緯度経度
取得ボタンをクリックします。

緯度経度が正しく取得・表示されれば、「緯度経度の取
得」フローは完成です。
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3. 巡回ルートの検索 
指定された出発地点や到着地点、経由地などの緯度経度情報や出発時間などの検索条件を元にして、巡回ルートの検索を行い
ます。検索されたルート情報は、地点情報や巡回順などを含めて、地図上に描画を行います。
このフローで実現する内容は以下の通りです。

ステップ 1 - 新規フローをプロジェクト内に追加する

すでに作成されているプロジェクト（NAVITIME API 
Sample Project）にフローを追加します。

New Flow をクリックして、プロジェクトの新規フローの作成
を開始します。

ステップ 2 -トリガとして使用する App またはユーティリティを選択する

フローを開始させる App またはユーティリティを選択します。

[Utility]セクション内の Webhooks を選択します。
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ステップ 3 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガの選択を行います。

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

ステップ 4 - リクエストを受け付ける Webhook URL の作成を行う

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

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、任意の Webhook 名を入力します。名称の指定が完了
すると、リクエストを受け付ける Webhook URL が自動生成
されます。
この例では、「car_route」と指定しています。
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ステップ 5 - Webhook URL の検証を行う

自動生成された URL の検証を行います。この検証が完了す
るまで、トリガの保存は出来ません。検証が正しく行われると、 
Save Trigger ボタンが有効化され、トリガーの保存が可能
となります。

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

ステップ 6 - フローにアクションを追加する

このステップでは、トリガが検出されたときに実行するユーティ
リティまたは App を設定します。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが送信され
たとき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択しま
す。

Action をクリックします。

ステップ 7 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されているAppは、Your Apps という
カテゴリに表示されるようになります。

NAVITIME API を選択します。 
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ステップ 8 -選択した App またはユーティリティで実行するアクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

指定された条件にマッチする巡回ルートの検索を行います。

車の巡回ルート検索を選択し、Continue をクリックします。

ステップ 9 - NAVITIME API に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

すでに作成済みの認証情報が一覧として表示されます。同一
認証情報が存在している場合は、その項目を選択します。

緯度経度の取得フローで作成した「car」 を選択し、 
Continue をクリックします。
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ステップ 10 - 巡回ルート検索を行うための検索条件を設定する

巡回ルート検索を行うための条件を設定します。各項目には、
固定値またはステップデータより値の設定が可能です。
今回は、トリガに受け渡された値（パラメータ）を利用して設定
します。

トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

この例で設定する項目
• 出発地点（start）
• 到着地点（goal）
• 出発時刻（start_time）
• 到着時刻（goal_time）
• 経由地（via）
• 経由地巡回モード（via_type）
• 経路検索条件（condition）

設定完了後、Save をクリックします。
＜設定完了後画面＞
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ステップ 11 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、取得された巡回
ルートの内容が確認できます。

ステップ 12 - フローにアクションを追加する

次のステップとして使用するApp またはユーティリティを選択
します。

Action をクリックします。

Page  of 37 53



ステップ 13- アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されているAppは、Your Apps という
カテゴリに表示されるようになります。

NAVITIME API を選択します。 

ステップ 14 -選択した App またはユーティリティで実行するアクションを選択する

表示されるリストからアクションを選択します。

検索結果を地図に描画するための形状の取得を行います。

形状取得（車の巡回ルート）を選択し、Continue をクリック
します。
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ステップ 15 - NAVITIME API に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

すでに作成済みの認証情報が一覧として表示されます。同一
認証情報が存在している場合は、その項目を選択します。

緯度経度の取得フローで作成した「car」 を選択し、 
Continue をクリックします。
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ステップ 16 - 巡回ルートの形状取得を行うための検索条件を設定する

巡回ルートを地図に描画するための形状取得を行うための条
件を設定します。各項目には、固定値またはステップデータよ
り値の設定が可能です。
今回は、トリガに受け渡された値（パラメータ）を利用して設定
します。

トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

この例で設定する項目
• 出発地点（start）
• 到着地点（goal）
• 出発時刻（start_time）
• 到着時刻（goal_time）
• 経由地（via）
• 経由地巡回モード（via_type）
• 経路検索条件（condition）

設定完了後、Save をクリックします。 ＜設定完了後画面＞
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ステップ 17 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、取得された巡回
ルートの内容が確認できます。

ステップ 18 - 実行結果（レスポンスデータ）をクライアントに返す - フローを有効にする

ステップの追加を行い、フロー内で使用する App またはユー
ティリティを選択します。
クライアントにレスポンスデータを返す場合は、 Utilities の
Webhooks 内にある Reply with JSON data アクション
を使う必要があります

Webhooks より、「Reply with JSON data」アクション
を選択します。 
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ステップ 19 - レスポンスデータの設定を行う

ステップ 20 - レビューとテスト

テスト実行を行います。

Review and Test をクリックし、テスト実行モードに変更し
ます。Test Action をクリックしステップ実行を行います。送
信リクエストが正しく行われると、「200」というコードが戻さ
れ、2つのステップで取得された情報がレスポンスされたこと
を確認します。

クライアントにレスポンスさせるデータの設定を行います。

前の２つのステップで実行されたステップデータより選択し設
定します。

Response Data の設定内容

設定完了後、Save をクリックします。

＜注意事項＞
以下二重引用符の使い方にご注意ください。
引用符の必要可否は、ステップデータの値によって決定されま
す。

＜設定後＞
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ステップ 21 - フロー名を設定する

フロー名は、デフォルトで「Untitled」と設定されています。フ
ロー一覧に戻り、フロー名を設定します。

この例では、「巡回ルートの検索」 と設定しています。

ステップ 22 - トリガを同期処理に変更

Claris Connect で作成されたトリガは、デフォルトでは非同
期処理モードのため、実行結果をクライアントに返す事ができ
ません。
クライアントにレスポンスを返すためには、トリガを同期処理モ
ードに変更する必要があります。

画面左のメニューより、 Webhooks をクリックします。
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ステップ 22 - 該当するトリガを選択

該当プロジェクト内に作成されたトリガが一覧で表示されま
す。該当するトリガを選択します。

car_route をクリックします。

ステップ 23 - 同期処理モードに変更

同期処理モードに変更します。

Return sync response をスライダで有効にします。

ステップ 24 - フロー実行を有効にする

フロー実行を有効にします。フロー一覧画面に戻り、該当する
フローを選択します。
完成したフローは、右図のようになります。

デフォルトではフロー実行は無効です。
フロー実行を有効にすることで、トリガがリクエストを受信する
たびにフロー実行が行われるようになります。

画面右上にあるスライダにてフロー実行を有効にし、一連の流
れを確認します。

History（フローの実行履歴）は、30日間保存され、30日を経
過すると削除されます。
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補足1 -フローの実行結果を確認する

フロー実行された処理結果の確認は、「History」タブにて参
照できます。
Postman より送信されたリクエストの実行結果を確認して
みます。
（Postman の設定方法は、「Appendix 1. Postman を使っ
た検証方法」を参照してください）

同期処理が有効化されていますので、Reply with JSON 
data にて設定された内容が、結果として戻されていることが
確認できます。また、Historyでも同様の結果が表示されるこ
とを確認します。
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補足 2 - FileMaker カスタム App を使って確認してみよう

動作確認用 App を使って処理の確認を行います。

ここからは、「地図操作スクリプトの取得」フローおよび「緯度
経度の取得」フローが正しく動作していることが前提となりま
す。右図のように地図が表示されている、かつ利用者の住所情
報より緯度経度が設定されているか確認してください。

＜手順＞
1. パラメータ情報設定
画面右上の「歯車」アイコンより、パラメータ情報設定画
面を起動します。
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2. 「緯度経度の取得」フローのエンドポイントの設定
Claris Connect に作成したフローのトリガーに設定さ
れた URL を、画面の「緯度軽度の取得」欄に設定します。
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3. 利用者（経由地）の設定
利用者（経由地）の設定を行います。利用者は登録されて
いる利用者情報より設定が可能です。

「＋」 をクリックし、利用者情報一覧を表示します。
該当する利用者を選択し、選択確定をクリックし、一覧へ
追加を行います。
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4. 巡回ルートの検索（指定順）
経由地巡回モードを「指定順」に設定し、巡回ルートの検
索を行います。

「検索」 をクリックし、巡回ルート検索を実行します。指定
順でルートが描画されたことを確認します。
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次のステップ
Claris Connect で NAVITIME API のコネクタを使って、緯度経度を取得したり、ルートの検索や結果を地図に描画するため
の形状取得を行うフローの作成手順が理解できましたか？
次は、既存システムやカスタム App に組み込んでみましょう。

5. 巡回ルートの検索（巡回（最適）順）
経由地巡回モードを「巡回（最適）順」に設定し、巡回ルー
トの検索を行います。

「検索」 をクリックし、巡回ルート検索を実行します。巡回
（最適）順でルートが描画されたことを確認します。
利用者（経由地）の表示順が検索結果に合わせて変更さ
れた事も確認します。

6. 検索条件を変更
検索条件を変更し、色々と試します。

Page  of 50 53



Appendix
1. Postman を使った検証方法 
トリガへ HTTP リクエストを送信する場合、cURL や Windows PowerShell、クライアントツールを使うなど、色々な方法が
あります。ここでは、トリガへ HTTP リクエストの送信を行うために、 Postman （https://www.postman.com/） を利用して
検証を行う方法を紹介します。 
以下サイトよりダウンロードされたファイルには Postman のコレクションが含まれています。これを使って検証します。このコレ
クションには、本書で作成するフロー検証で利用するためのサンプル定義がまとめられています。
https://content.claris.com/ja/navitime-api-files

ステップ 1 - コレクションのインポートを行う

Postman を起動し、コレクションのインポートを行います。

「Import」をクリックします。「Upload Files」をクリックし、
ダウンロードしたファイルを選択し、インポートを実行します。

• ファイル名：NAVITIME API_collection.json
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ステップ 2 - コレクションの確認を行う

作成されたコレクションの確認を行います。右図のように追加
されていることを確認します。

ステップ 3 - Webhook URL の設定を行う

トリガに設定されている URL を設定します。
ここでは、例として「住所の緯度軽度変換」の場合を紹介しま
す。

設定完了後 Send をクリックすると、指定された URL にリク
エストが行われトリガにパラメータが受け渡されます。また、フ
ローが有効になっている場合は、フロー実行が行われます。

ステップ 4 - リクエストを送信する

Body をクリックし、リクエストパラメータの内容を確認しま
す。「word」に指定されている内容がトリガに送信されます。

設定完了後 Send をクリックすると、指定された URL にリク
エストが行われトリガにパラメータが受け渡されます。また、フ
ローが有効になっている場合は、フロー実行が行われます。
レスポンスが「200」で返されたことを確認します。
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