
FileMaker データで Claris Connect 
を使用する
Claris Connect の概要
Claris Connect™ は、さまざまなアプリケーションやサービスを互いに接続することにより、ワークフロー
全体を自動化することができるクラウドベースのプラットフォームです。Claris Connect により、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することができます。フローとは、 2 つ以上の “コンポーネント” 
により構成される、自動化される処理の流れです。コンポーネントとは Claris Connect のユーティリティ、ま
たはサードパーティーのアプリケーションやサービスと繋ぐコネクタです。

コネクタを使用して FileMaker データに接続する
Claris Connect では、一般的なサードパーティのアプリケーションおよびサービス同士の接続、統合のため
のコネクタに加え、カスタム App 内のデータを簡単に統合するためのコネクタも提供されています。

FileMaker のコネクタは以下をサポートします： 

• Claris FileMaker Cloud® 2.18.x 以降
• Claris FileMaker Cloud for AWS 1.18.x
• Claris FileMaker™ Server 18.0.1 以降

また、FileMaker Server がインターネットに直接接続されていない安全な場所にある場合、FileMaker 
データへのアクセスを提供するゲートウェイとしてオンプレミスエージェントを利用できます。

このドキュメントでは、Claris Connect を使用してカスタム App を Web アプリケーションや Web サー
ビスと統合する手順について以下のトピックに基づいて説明します。

• FileMaker Cloud コネクタと FileMaker Server コネクタの使用方法
• FileMaker Server オンプレミスコネクタの使用方法
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すべてのフローの最初のステップとなるのが、そのフローを開始するイベントであるトリガです。その後に
続くステップがアクションです。フローを作成して有効にすると、トリガイベントが発生するたびに、Claris 
Connect が自動的にフローを実行します。 

次の表は、FileMaker コネクタのサポート対象を示しています：

 
FileMaker データに接続する際に理解しておくべきこと
いずれの方法で FileMaker データに接続する場合も、下記の事項を理解しておくことが重要です：

• Claris Connect は Claris ID をサポートし、必要とします。 Claris ID で統合されたサインオンシ
ステムは、Claris Connect ユーザと、FileMaker Cloud で共有されるカスタム App のユーザ
を認証します。

• データはインターネット上で共有されていてアクセスできる必要があります。ただし、FileMaker 
Server と MySQL のインスタンスについては Claris が提供するオンプレミスエージェントが利用
可能なため、ファイアウォールの内側に設置されていても問題ありません。

• アクセスするサーバー (FileMaker Cloud および FileMaker Server) で、FileMaker Data 
API を有効にしておく必要があります。 

コネクタのタイプ トリガとして使用可能 処理として使用可能

FileMaker Cloud ○ ○

FileMaker Server (インターネットで共有) ○ ○

FileMaker Server オンプレミス ○

ページ番号  / 2 17



• カスタム App では、FileMaker Data API 拡張アクセス権 (fmrest) が有効になっている必要が
あります。

• アクセスするサーバーでは、有効なサードパーティ製の SSL 証明書が使用されている必要があります。
なお、FileMaker Server に付属しているデフォルトの証明書は、SSL 証明書の要件を満たし
ていません。

FileMaker コネクタの使用方法
FileMaker Cloud コネクタと FileMaker Server コネクタの動作、機能、設定は似ています。

FileMaker Cloud コネクタと FileMaker Server コネクタは、両方ともフローのトリガまたはアクション
として使用できます。

FileMaker Cloud コネクタと FileMaker Server コネクタの設定

FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをフローのトリガまたはアクションとして
使用する前に、まずカスタム App に接続する必要があります。

必要となる情報は、使用するコネクタによって異なります。それぞれのコネクタについて、必要となる情報の
例を次に示します： 

サポートされるトリガ サポートされるアクション

スクリプトトリガ*
*このスクリプトトリガとは、Claris FileMaker の
カスタム App でのスクリプト実行をトリガとしてフ
ローを開始するものであり、Claris FileMaker で
各種イベント発生時にスクリプトを実行する「ス
クリプトトリガ」の機能とは異なります。

• レコードの作成
• レコードの編集
• ID によるレコードの取得
• レコードの削除
• レコードの検索
• スクリプトの実行
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接続が完了したら、FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをトリガまたはアク
ションとして使用できます。

FileMaker コネクタをトリガとして使用する方法

FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをトリガとして使用できるように設定す
るには、カスタム App に、スクリプトの作成を含む簡単な変更を加える必要があります。FileMaker Cloud 
または FileMaker Server をトリガとして設定する場合は、JSON について理解を深めることをお勧めし
ます。
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FileMaker Cloud への接続 FileMaker Server への接続

必要な情報：

• 組織
• インスタンス
• データベース

FileMaker Cloud と Claris Connect は 
Claris ID を利用しているため、ユーザは自動
的に認証されます。ログイン情報を指定する
必要はありません。

必要な情報：

• ドメイン (DNS 名)
• ユーザ名
• パスワード
• データベース (拡張子の使用は任意)

この情報は手動で入力する必要があります。

このドキュメントでは、正しい形式の JSON を記述するための詳細な説明は提供しません。



FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをトリガとして追加すると、コールバック 
URL を含む設定手順が画面上に表示されます。 このコールバック URL は、いずれかのコネクタをトリガと
して設定する際に必要になるので、書き留めておいてください。

 
FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをトリガとして構成する手順の概要は次
のとおりです：

1. FileMaker Pro で、スクリプトワークスペースを開いて新規スクリプトを作成します。スクリプトには
任意の名前を付けることができます。

2. 変数を設定スクリプトステップをスクリプトに追加します。変数に「$$JSONdata」という名前を付け
ます。変数の値を「”{\”action\”:\”script\”}”」に設定します。 

JSON キーペアとしてフォーマットされた $$JSONdata 変数に、Claris Connect に送信するデータ
を追加します。その際に、「action」プロパティを変更しないでください。  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3. 次の引数を使用して、URL から挿入スクリプトステップをスクリプトに追加します： 
 

スクリプトの例を次に示します： 

4. スクリプトを保存して、スクリプトワークスペースを閉じます。
5. 対象のレイアウトで保存したスクリプトを実行します。スクリプトを実行すると、ステップ 2 で定義した
データが Claris Connect に送信されます。
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スクリプトのオプション 説明

ダイアログあり オフ

URL を指定 FileMaker Cloud もしくは FileMaker Server の
コネクタのトリガ設定の中で提供/表示されるコール
バック URL (上記を参照)。

この URL はこのフローに固有であり、他のフローでトリ
ガとして使用することはできません。

cURL オプションの 
指定

FileMaker Cloud もしくは FileMaker Server の
コネクタのトリガ設定の中で提供/表示される cURL   
情報 (上記を参照)。

この情報は、FileMaker Cloud もしくは FileMaker 
Server のコネクタをトリガとして使用するすべてのフ
ローで同じです。



FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをアクションとして使用する方法

FileMaker Cloud コネクタまたは FileMaker Server コネクタをアクションとして使用するのは簡単
です。まず、実行したいアクションを選択して、Continue [続行] をクリックします。

次に、カスタム App 内に存在するレイアウトから、今回使用するレイアウトを選択します。選択したレイアウト
に存在するフィールドのみをフローで使用できます。  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画面上の手順ではスクリプトトリガの使用を指定していますが、手動で実行するスクリプトやボタンに割り
当てられたスクリプトも同様に機能します。



この時点で、カスタム App とのやり取りの中で前のステップのステップデータを利用することもできます。

FileMaker Server オンプレミスコネクタの使用方法。
ファイアウォールの中にある、またはインターネットに接続されていない FileMaker Server のデータにア
クセスする場合は、FileMaker Server オンプレミスコネクタを使用します。Claris Connect の現在の
バージョンには、以下に対応するオンプレミスコネクタが用意されています：

• FileMaker Server 18.0.1 以降
• MySQL 8.x

FileMaker Server オンプレミスコネクタは、フロー内でアクションとして使用する場合のみをサポートし
ます：
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フローで利用したいフィールドのみを使用した専用レイアウトをカスタム App に作成することをおすすめ
します。

このドキュメントでは、FileMaker Server オンプレミスコネクタの設定方法と使用方法のみを説明します。



FileMaker Server オンプレミスエージェントのインストール方法

FileMaker Server オンプレミスコネクタをフローの一部として使用する前に、オンプレミスエージェントを
ダウンロードして設定する必要があります。 

Claris Connect トップページで、チーム名 (左上に表示されています) の横の Options [オプション] メ
ニューをクリックし、Add On-premise Agent [オンプレミスエージェントの追加] を選択します。

Add On-premise Agent [オンプレミスエージェントの追加] ウィザードが表示され、ユーザ定義の
一意のエージェント名の作成と、オンプレミスエージェントをインストールする OS の選択を求められます。  
これらを指定したら、Next [次へ] をクリックします。 

サポートされるトリガ サポートされる処理

なし（現時点ではサポートされていません） • レコードの作成
• レコードの編集
• ID によるレコードの取得
• レコードの削除
• レコードの検索
• スクリプトの実行
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エージェントキーが表示されます。エージェントキーは、オンプレミスエージェントをインストールするときと、
フローでオンプレミスエージェントを利用するときに使用します。Download Installer [インストーラを
ダウンロード] をクリックして、選択したエージェントインストーラをダウンロードします。

Download [ダウンロード] フォルダに移動し、オンプレミスエージェントをインストールするマシンにインス
トーラをコピーして実行します。

変更する必要がなければ、デフォルトのインストール先のまま Next [次へ] をクリックします。
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エージェントインストーラから、前のステップで取得したエージェントキーの入力を求められます。
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FileMaker Server と同じマシンにオンプレミスエージェントをインストールする必要はありません。 インター
ネットにアクセスでき、かつ、利用対象の FileMaker Server にアクセスできる別のマシンにオンプレミス
エージェントをインストールすることもできます。

エージェントがインストールされているマシンのアウトバウンドトラフィックにポート 443 を使用できること
が必要です。



「configuration.yml」ファイルの編集

オンプレミスエージェントのインストール時に、「configuration.yml」がインストールフォルダに作成され
ます。このファイルには、 4 つの項目、インストーラによって生成された、各項目に対する値が含まれてい
ます。デフォルトの「configuration.yml」ファイルの例を次に示します：

ほとんどの場合、このデフォルトの情報は変更すべきではありません。ただし、以下に示すような接続する
データソースに関する項目と値をエージェントを実行する前に「configuration.yml」ファイルに追加する必
要があります：

フィールド名 説明

コネクタ名 設定するエージェントのタイプに応じて、「mysql」
または「filemaker」を指定します。 

次の例に示すように、「configuration.yml」には
両方のタイプのエージェントに関する情報を指定で
きます。

接続名 接続名によりコネクタのインスタンスが識別され
ます。

接続には任意の名前を付けることができます。接続
名にはスペースを使用しないことをお勧めします。

名前付き接続にはそれぞれ固有のネームスペース
があります。したがって各コネクタについて、複数の
データベースまたはデータソースに対して異なる
名前付き接続を持つことができます。 

次の例では、bailey-park と night-machine 
がコネクタ名 filemaker の下の 2 つの接続名で
あることに注意してください。
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On-premise Agents [オンプレミスエージェント] タブにアクセスしてエージェントのリストから目的
のエージェントを選択すれば、いつでもエージェントキーを取得できます。

1: name: Bedford Falls
2: id: 7c2f37ca-854e-4564-8705-24c2e08846a0
3: team: 58ecd75244b1e4406592e666
4: host: 'https://localhost:3000'



ホスト (MySQL) またはドメイン (FileMaker) MySQL ホストの IP アドレスまたは FileMaker 
ドメインの URL。

ほとんどの場合、ホスト名またはドメイン名はシン
グルクォートで囲みます。例：

‘https://my.domain.com‘

ユーザ (MySQL) またはユーザ名 (FileMaker) データベースのユーザ名。 

ユーザ名は、カスタム App または MySQL ソース
で定義されているのと同じ大文字/小文字で入力す
る必要があります。

パスワード MySQLの場合はホストコンピュータのパスワード、
FileMakerの場合はデータベースのパスワードを
使用します。

データベース データベース名 (MySQL では任意)。

データベース名では大文字と小文字が区別され
ます。

データベース拡張子 (例：.fmp12) の使用は任意
です。

フィールド名 説明
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https://my.domain.com'


適切に構成された「configuration.yml」ファイルの例を次に示します。

コマンドラインでオンプレミスエージェントを設定する方法

オンプレミスエージェントは、開始するまでは非アクティブのままです。Claris Connect には、エージェント
を実行および管理するためのコマンドラインユーティリティが用意されています。使用可能なコマンドを表
示するには、インストールフォルダでターミナルウインドウを開いて、次のコマンドを入力します：

agent --help

Claris Connect がサポートするコマンドは次のとおりです：
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「configuration.yml」ファイルを編集する際のヒント:

• スペースは重要です。値をインデントするときはタブを使用しないでください。代わりに、必要
に応じて 2 個のスペースと 4 個のスペースを使用します。

• スペースや特殊文字を含む可能性があるドメイン URL とその他の値はシングルクォートで囲み
ます。

1: name: Bedford Falls
2: id: 7c2f37ca-854e-4564-8705-24c2e08846a0
3: team: 58ecd75244b1e4406592e666
4: host: 'https://localhost:3000'
5: mysql:
6: pottersville:
7: host: 127.0.0.1
8: user: potter
9: password: BankL0an$
10: database: finance
11: filemaker:
12: bailey-park:
13: domain: ‘https://example1.com'
14: username: bailey
15: password: 0dB0dy!
16: database: angels
17: night-machine:
18: domain: ‘https://example2.com'
19: username: watson
20: password: s@mple
21: database: assets

https://example1.com'
https://example1.com'


エージェントの使用を開始するには、コマンドライン/ターミナルウインドウを開いて、次のコマンドを入力し
ます：

agent start

Claris Connect トップページの On-premise Agents [オンプレミスエージェント] タブをクリックする
と、設定済みのエージェントのステータスを確認できます。アクティブなエージェントは「アクティブ」として表示
されます。

エージェントの Options [オプション] メニューを使用して、エージェントの削除やエージェントキーの取得
ができます。 

コマンド 説明

version インストールされているエージェントの現在のバージョンを返します。

update 設定ファイルを更新します。

decrypt string 設定ファイルで使用する資格情報を復号します。

encrypt string 設定ファイルで使用する資格情報を暗号化します。

configure key 前の設定ファイルを上書きして、新しい設定ファイルを生成します。

run 現在の設定ファイルを使用して、エージェントを実行します。

start 現在の設定ファイルを使用して、エージェントをサービスとして開始します。

stop 現在実行中のエージェントサービスを停止します。
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FileMaker Server オンプレミスコネクタをフローで使用する方法

アクティブなエージェントをフローで使用できます。

オンプレミスエージェントを初めて使用するときは、「configuration.yml」ファイルで定義されているエー
ジェントキーと接続名を指定して、使用するエージェントを指定する必要があります。

エージェントへの接続に成功したら、使用するカスタム App のレイアウトを指定します。選択したレイアウト
上に存在するフィールドのみをフローで使用できます。
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フローで利用したいフィールドのみを使用した専用レイアウトをカスタム App 内に作成することをおすす
めします。



概要
Claris Connect があれば、FileMaker のカスタム App や日頃よく使うアプリケーション、サービスをパワ
フルに統合できます。Web フォームに入力されたデータをシームレスに FileMaker のカスタム App に取り
込んだり、そのデータをよく使うオンラインサービスに送ったり。パワーと柔軟性を備えた Claris Connect 
なら、ポイント & クリックのわかりやすいインターフェースでその全てを実現できます。
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