
  

ESS(External SQL Data Source)による

FileMakerとMySQLの接続/連携

有限会社キープラン　伊藤清徳



  

伊藤清徳ですよ

1980年生まれ（満30歳）

趣味：ピアノ DTM スクーバダイビング スノーボード 動画編集 料理 カフェ巡り 沖縄旅行

有限会社キープランにて、WEBプログラマという名のなんでも屋をやってます。

割と乙女趣味とか言われます。しかしハードロックが大好きです。

●Perl PHP MySQL Javascript が得意。
●FileMaker界隈では「なでしこ」使いとして一部の人に知られてしまってますね。。。
●個人でオープンソースの開発コミュニティに参加していたり。
●実はそれほどFileMakerには長けていません。。。
●良くも悪くもEC（電子商取引）一筋でキャリア8年生です。
●なぜか副業で新古車・中古車販売もしています。
●WEB屋になる前は寿司屋になる予定でした。

めいほうスキー場にて→

10分を超えるスピーカーは初なのでお手柔らかに…



  

！！！！先日！！！！

会社のボスから「伊藤くん出てって」と言われました。。。

来春独立しますので、みなさん一緒に仕事しましょう！

「ポジティブなクビ」です…。



  

多部未華子さんみたいなお嫁さんを探しています！



  

今日のおはなし

●ESSとはなんぞや（簡単に）
●ESSの便利さ
●ESSの利用のポイント

について、MySQLとの接続を前提として、おはなししていきます。

申し訳ないですが、私の仕事柄、WEBアプリケーションとの連携の内容が

中心となります。ごめんなさい<(_ _)>

予行練習の結果だいたい35～40分の内容です。

少し時間が余るようにしているので、途中で止めて質問してもOKです。



  

ESSとは？？

ものすごくざっくり言うと、

FileMakerからODBCを介して、FileMaker以外のDBのデータを、

FileMakerのDBを扱う時のように、簡単に扱うことができる機能。

また、それらDBをFileMakerのDBと連携させる機能。

ODBCとは...
各種データベースシステムに接続し、
データ操作するための共通APIのこと。
FileMakerにもあるんですよ。



  

例えば、MySQLでデータを引き出すには、、、

SELECT field1,field2 FROM table_name WHERE field3 = 'test'

↑こんなSQLと呼ばれる命令をデータベースに送り出す必要があります。

Wikipediaによると
SQL（エスキューエル,シークェル）とは、
リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) において、
データの操作や定義を行うためのデータベース言語（問い合わせ言語）である。
リレーショナルデータベースの関係モデル（リレーショナルモデル）における演算体系である、
関係代数と関係論理（関係計算）にある程度基づいている。 

(゜Д゜) ハぁ??

上記のようなSQL文はまだマシで、、、



  

SELECT A.*,B.*,C.* FROM ( SELECT * FROM table1 WHERE filed1 = 'test' ) A,
INNER JOIN (SELECT * FROM table2 WHERE filed1 = 'hoge' )B ON A.itemid = B.itemid,
INNER JOIN (SELECT * FROM table3 WHERE filed1 = 'hogehoge' )C ON A.itemid = C.itemid

↑こんな感じになってくると、ノンプログラマにはさっぱりです…。

ちなみに、上記のSQL文では、リレーションで関連するテーブルを合体させている感じです。



  

SELECT A.*,B.*,C.* FROM ( SELECT * FROM table1 WHERE filed1 = 'test' ) A,
INNER JOIN (SELECT * FROM table2 WHERE filed1 = 'hoge' )B ON A.itemid = B.itemid,
INNER JOIN (SELECT * FROM table3 WHERE filed1 = 'hogehoge' )C ON A.itemid = C.itemid

こういった煩わしい処理・手続きをFileMakerで簡略化して扱える！



  

では、ちょっとここで実際にデータを閲覧してみましょうか！

このPCのローカルで動いているMySQLへ接続してみます！

接続方法はDBによって異なるので、ググれ！



  

データは閲覧のみでなく、更新も可能！



  

というわけで更新もちょっとしてみましょう。



  FileMakerのテーブルとリレーションなんてこともできます。



  

ESSにはFileMakerのサイトなどでアナウンスされていないすごいところも！



  

SQLデータソースのテーブルに対して、計算/集計フィールド追加できる

これによりSQLデータソースの集計や計算結果をFMのフィールド上に表示できる。

また、SQLデータソースのテーブルに計算/集計フィールドを追加しても、

FileMaker内でのみフィールドが追加されるので、SQLデータソースへの影響はない。

斜体のフィールド名がSQLデータソース側のフィールド
通常のフィールド名が追加された計算/集計フィールド



  

SQLデータソースのテーブルに対して独自のリレーションを設定できる

MySQLにもリレーションの機能があるが、これとは別に、FM上でリレーションを設定可能。

FM上で設定したリレーションは、FM内でのみ有効で、元のデータソースには影響を与えない。

これにより様々な検索がＦＭ上で可能に！

※だたし、これには注意点が（後述）



  

SQLデータソースのフィールドに独自のルックアップを設定可能

フィールドオプションを開くと、FMのフィールドのようにルックアップを設定できる。

前述のリレーションを使えば、FMのテーブルを元にMySQLのデータの書き換えを行ったり、

MySQL側のテーブル同士の関連で値を変更したりできる！

ルックアップだけでなく、計算値などレコード作成時の初期値の設定も可能。



  

で！？



  

機能的なお話しはここまでで、もう少し突っ込んだ話をしましょう。



  

活用事例1  - WEBアプリケーションへの接続

オープンソースの通販用アプリケーションのEC-CUBEへの接続

純国産のB2C通販向けCMSとしては現在最も広く使われているCMSで、

商品管理・商品陳列・購入カート・受注手段など満遍なく実装されている。

ただ、動作が重い、バグが多いなどの指摘も多い（^-^;

http://www.ec-cube.net/



  

FileMakerで商品DBを作りたい。でもEC-CUBEはEC-CUBEでDBがある



  

そこでESSを使って、EC-CUBEにデータをダイレクトに反映させる。



  

在庫数データは常に変動する。リアルタイムに在庫数をFileMakerで閲覧/更新できる。



  

ちょっと待ってください！なんでEC-CUBEに商品DBがあるのに、
わざわざFileMakerで商品DBを構築するんですか！？

いい質問ですね！



  

FMを中心としたリアルタイムDB運営が可能になる！



  

ここまでは何となく想像がつく使い方ですよね？

でも、キモはここまでじゃないんです！！



  

原点に立ち返ると、FileMakerを選択する理由は....

高速開発

低コスト開発
ESSはこういった強みを、MySQLなどのSQLデータソースに持ち込める機能でもある！



  

各種注文処理や帳票出力機能はEC-CUBEに標準搭載

汎用に作られたシステムの標準機能は、必ずしも最適解でない場合が多い。
多くの場合、機能拡張などのカスタマイズが必要。
ex) 配送業者の伝票出力/店舗独自のメッセージ入り納品書など。



  

例えば、通常必要とされる帳票（納品書など）以外に、店舗独自の帳票出力したい...

【通常の拡張手段】

●PHPコードの変更
●新たなSQL文作成
●出力HTMLテンプレートの変更
●リンクの整合性確保

←ちなみにこのコードは本物のEC-CUBEの中身！

非常に手間がかかる、EC-CUBE自体のアップグレードがあったらどうしよう
などなど、リスクと不安の雨嵐。開発部門からは非難轟々。しかし上司からの圧力。



  

EC-CUBEを直接改変することのリスクを回避しつつ、
FileMakerで高速/低コスト開発を行う！素敵っ！



  

ＥＳＳの本当のキモ！

このようにＥＳＳを活用することで、さまざまなメリットを享受できる！



  

さて…ここまでいいことばかりを伝えてきましたが…

皆さんご存知の通り…



  

そう甘くはないんだぜ！！
特にFMは…（自粛のため文字を小さくしております）



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

1)ネット環境

意外なポイントですが、結構重要です。しかも、ちょっと難しい話です。

ESSではODBCを通じて、各種外部データソースに接続しています。

ODBCセッションが断続的に閉じる可能性のあるネット環境下（例：無線LANなど）では、

FileMakerがフリーズ（したように見える）現象に悩まされる可能性があります。

例)
ESSのテーブルをFMのレイアウト上で表示して、数分放置
↓
作業再開して、別のレコードを見たり、そのレコードを更新しようとする
↓
ODBCの再接続に10秒～60秒くらいかかり、この間FMはフリーズ。



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

2)データ互換性の問題

ESSにおいて、MySQL側のデータ型の互換性は必ずしも保たれるわけではありません。

例1：テキスト型カラム
　

MySQLのLONGTEXT型（=最大4,294,967,295バイトの文字列）のカラム（＝フィールド）
↓
ESSで読み込もうとすると、TEXT型（＝最大65,535バイトの文字列）として扱われる
↓
本来あるはずの65,536バイト目以降の文字列が表示されない。

例2：オブジェクトフィールド

FileMakerには、さまざまなデータをシームレスに使えるオブジェクトフィールドがある。

一方、MySQLにも、さまざまなバイナリデータを格納する、BLOB型のカラムがある。

だが、この2つの型には互換性がない。

↓

テキスト型/各種数値型/日付（時間）型以外の型を扱うのに不便。



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

3)NULL問題

FileMakerのESSで外部データソースを表示したとき、フィールドの値を空にして更新したとき、

「NULL」が入力されたものとして、更新が行われます。

NULLは「空」という意味ではあるのですが、「空の文字列」とは意味が違います。

システムによっては、検索時、明確にNULLと空の文字列を使い分けているので、

迂闊にNULLとして更新するとデータの整合性が取れなくなる危険性も！！



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

4)MySQLのテーブル構造は変更されない。

ESSを通じては、MySQL側のDB構造に関わる更新は行えません。

計算/集計フィールドは、MySQLに影響を与えず追加/削除できますが、

それ以外のフィールドを追加/削除したり、データ型を変更することはできません。

そのほかの例:INDEX

INDEXとはFileMakerにおける「索引」FMのDB管理から索引をつけようとしても、

上の様に索引の項目は無効になっている。

INDEXを作るには、MySQLにSQL実行する必要がある。



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

5)MySQLのテーブルへのリレーションがうまく動かない？

MySQLの主キー/INDEXが設定されていないフィールドに対して、リレーションを設定することは可

能ですが、検索に時間がかかり、ほぼリレーションとしての機能性を失ってしまう結果となります。

FileMakerのフィールド→リレーション設定時に「索引」を設定。

ESSで接続したフィールド→INDEXの設定はされない。

これで私はドツボにハマり、丸4日泣く破目に(T_T)



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

6)MySQL側の値制限に引っかかった時のエラーが分かりづらい。

NOT NULL（空がダメよ♥）が指定されたカラムを
空のままレコード確定したときに表示されるダイアログの例

英語をよく読めば意味はわかるけれど、いきなりでたら困惑。

スクリプトトリガなどを使って、エラーチェックやエラートラップするなどのの処理が必要。

接続するMySQLのDB構造についても、少しくらいは理解しておく必要がある。



  

ESSの運用には注意すべき点が沢山

7)レコードロックできない。

ESSに限らず、ODBCを使ったシステムの多くがそうですが、レコードのロックができません。

複数ユーザーでデータを頻繁に更新するシステムには向きません。



  

という注意点を念頭に置いた上で、次いってみよー！



  

活用事例2  - 管理画面がFileMakerなCMS

アプリケーションをFM中心につくってみました！

現在においても、まともにECで使えるCMSがないことに不満があって作りました。
仕様などは来年までクローズの予定です。

http://okinawa.agilmente.com



  

このシステムが目指したところ

管理画面がFileMakerというCMSを作りたい！



  

なぜ？

●「必要と思ったときにすぐ実装」できるサイトシステムの必要性。

●管理画面にPHPなどを使わないことでDB構造をシンプルにして、将来の機能拡張をラクにしたい。

●EC案件などで利用の場合、FMで作った商品DBをよりダイレクトにサイトに反映できる。

●特定のプログラミング言語に依存する部分を少なくすることで、DBへの接続可搬性を高める。

●個人的興味

ここまでおはなししたメリットを全部詰め込もうとした！



  

…ですが！！…



  

結果的には65％くらいは失敗でした



  

前述で紹介した、ESSの欠点が次々表面化。

データ型の不一致によって、WEBサイトにつきものの画像データが扱えない。
↓

ESSで直接的に扱えないデータについては、PHPなどでシステムを作成。

エンドユーザー側のUIにおいても、管理者のログイン/ログオフの概念が必要
↓

管理者ログイン状態のセッション管理するWEBアプリをFileMakerと連携

MySQL側の制限チェックするためスクリプトを沢山作ることに…

複数ユーザーで記事更新するとタイミングにデータぐちゃぐちゃ

などなど、思い出せないほどたくさんの悩みにぶち当たった！！



  

今ではいい思ひ出



  

結論！システムそのものをFileMaker（ESS）で作ってはならない。
餅は餅屋…ESSは補完システムとして考えましょう。



  

そろそろまとめに入りましょう



  

ESSは各種SQLデータソースをSQL発行せずとも、

FileMaker上で各種データソースを扱える機能。

ESSを使うことで、元のデータソースに影響を与えず、

FileMakerDB内独自のデータベース構造を作ることができる。

ESSを使うことで、FileMakerの開発手法を

各種データソースに持ち込んで、快適開発ができる。

一見便利だが、ESS特有の問題も多く、それなりの準備・勉強が必要。

また、全機能をESSだけで実現することは極力避ける。



  

ESSの有用さを活かしてFileMakerライフをさらに充実させよう！



  

私に興味をもっていただけたなら…

ブログ「伊藤清徳の垂直落下式ムーンサルトプレス」

主に開発ネタをたまに書くブログ

Perl PHP Javascript FileMaker ...etc

がチャンプルー状態で投稿されています。

http://agilmente.com/

ブログ「あちゃこっちゃ」

カフェ巡り日記や、作ったご飯についてや、

撮影した写真など個人的な私生活を綴っています。

カフェレポートは、女性の皆さんに好評みたいです(^-^)

http://diary.agilmente.com/

Twitterアカウント @kiyotchi すべての生活がほぼダダ漏れ状態です(^-^;



  

ご清聴ありがとうございました
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