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第3章

ＤＢグループ

ＤＢグループの概要

ここでは、本アプリケーションにおいてＤＢグループがどのような役割を果たし、またその役割を果たすために

どのような設定をしなければならないか、についてご紹介します。その前にこのグループで中心となる、データベー

スについて概観することにしましょう。

(1) フィールドタイプ

本システムはあらかじめ 55 種類のフィールドタイプを用意しています。ユーザーはいずれかのフィールドタイプ

を選択し、データベース発行することになります。同タイプのフィールドを複数選択することも可能です。フィー

ルドを選択したら、それらを使用してデータベースを発行することになります。同じフィールドを複数のデータ

ベースで使用することもできます。（フィールドの選択方法、データベースの発行方法はこの章でご紹介します。）

図 3-0-1 フィールドとフィールドの抽出ルールの設定例

フィールド名 タイプ 抽出ルール

pi-pe.co.jpドメインのみ

ac.jpドメインのみ

未設定

性別

宛先１

４月１日～４月３０日

５月１日～５月３１日

男性のみ

クリックカウント

誕生日

クリックした人以外

性別

メールアドレス

クリックカウント

日付（○月○日）

不正アドレス以外

不正アドレスのみ

未設定

不正アドレス

オプトアウト

モバイルドメイン以外モバイルドメイン

不正アドレスフラグ

モバイルドメインフラグ

オプトアウト

重複をはずしたレコード

重複レコード
重複チェック

配信エラー以外配信エラーチェック

重複フラグ

配信エラー

宛先２ メールアドレス

女性のみ
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フィールドは、55 種類のフィールドタイプのいずれかから選択しなければなりません。各フィールドタイプには、

特徴があり、それぞれ入出時のフォーマットや値に応じて抽出できるルールの形式が異なります。

データベースから特定のレコードを抽出したい場合、その条件となるフィールドに対してフィールドの抽出ルー

ルを設定しておきます。

図 3-0-2 フィールドの属性、登録元、抽出ルール

ＤＢ名 ： ＤＢ１

フィールドの属性

性別

宛先１

クリックカウント

使用フィールド名 入力必須 重複不可

○

○ ー

主キー

オプトアウト

宛先２ ○ ー

抽出ルールＡ

設定不可

抽出ルールＢ

設定不可

設定しない

登録元Ａ

b - 1 設定しない

登録元Ｂ

○
ー

登録元Ａ

登録元Ｂ

○
○

抽出ルールＡ

抽出ルールＢ

ルールなし

タイプ ： normal

フィールド属性設定 抽出ルール設定

ダウンロード

リスト

ダウンロード

リスト

ダウンロード

リスト

リストは配信グループで

モバイルドメイン  

宛先１

使用フィールド名 入力必須 重複不可

○ ー

ー

主キー

性別 ー

抽出ルールＣ

設定不可

i - 1

登録元Ｃ

登録元Ｄ

○

ー

抽出ルールＣ

ルールなし

ダウンロード

リスト

ＤＢ名 ： ＤＢ２ タイプ ： normal

フィールド属性設定 抽出ルール設定

ダウンロード

リスト

宛先１

使用フィールド名 入力必須 重複不可

○ ー

主キー 抽出ルールＤ

設定不可

登録元Ｅ

登録元Ｆ

○

ー

ー

抽出ルールＤ

ルールなし

ＤＢ名 ： ＳＴＯＰ１ タイプ ： stop

フィールド属性設定 抽出ルール設定

ダウンロード

ダウンロード

登録元Ａデータ

（ＲＥＭＯＴＥ）

登録元Ｂデータ

（ＴＳＶ）

登録元Ｃデータ

（ＴＳＶ）

登録元Ｄデータ

（ＴＳＶ）

登録元Ｅデータ

（ＲＥＭＯＴＥ）

登録元Ｆデータ

（ＴＳＶ）

○○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

ー

c - 2 c - 1

e - 1

設定不可 設定不可

設定しない

(2) 登録元情報

まず、データベースにデータを入力する際、データには登録元情報が付加されます。（登録元については本章で説

明します。）図 3-0-2 では、ＤＢ１に入ってきたデータは登録元情報ＡとＢを持つことになります。Ａは Web 上の

登録ページから入力されたレコード、Ｂはファイルをアップロードして入力したレコードです。

(3) フィールド属性

データベース作成時に、使用するフィールドに対して属性を設定できます。入力必須、重複不可、主キーとあり

ますが、これらはデータ登録を制限するものです。

1) 入力必須

この属性を有するフィールドは、データベース登録時に必ず値が必要となります。

2) 重複不可

この属性を有するフィールドは、データベース登録時にデータの重複が許可されません。

3) 主キー

この属性を有するフィールドは、データベースを更新する際に、対象レコードを特定するために利用されます。

したがって、主キー属性が設定された場合、自動的に入力必須、重複不可の属性も有します。
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(4) 抽出ルール

次に、データベースからデータを切り出す場合には、「抽出ルール」というものがあります。抽出ルールにより、

データベースからルールに適合するデータを抽出することができます。抽出ルールを使用してデータを外に出し

ても良いですし、抽出ルールを使用しなくても構いません。ここでの抽出ルールとは「データベースの抽出ルー

ル」のことです。また、各フィールドに対する条件をフィールドの抽出ルールと言い、「データベースの抽出ルー

ル」とは、これらの組み合わせに他なりません。また、フィールドの抽出ルールは、１つのフィールドに対して

複数設定することができます。

「データベースの抽出ルール」は４つの部分により構成されます。

1) ID による抽出　及び　抽出結果の件数指定

2) 登録元指定

3) 連携 DB による抽出

4) フィールド毎の抽出ルール設定

となります。(4) では使用しているフィールドの抽出ルールをそのまま使用します。したがって、図 3-0-2 にあ

るようにフィールドの抽出ルールを設定していなければ、データベースの抽出ルール設定時にそのフィールドの

抽出ルールは「設定不可」になります。また、フィールドの抽出ルールを変更すればデータベースの抽出ルール

にも反映され、削除すれば設定は解除されます。(2) では、データベースへ入力時の登録元を抽出ルールの条件

として利用することができます。

「データベースの抽出ルール」には、2通りの利用シーンがあります。１つはデータのダウンロード、もう１つはメー

ル配信のリストに適用する、です。（リストの作成についてはＤＢグループで行うことではありません。メールグ

ループで行います。ＤＢグループで作成したデータベースの抽出ルールをメールグループで利用し、配信リスト

として抽出します。）

ここまで、データベースへのデータの入力、出力時に利用するルール、出力という視点からデータベースについ

て見てきました。ＤＢグループにはデータベースを核とする付加的な機能が他にもあります。

(5) リモート登録機能

Web上の登録フォームからデータベースにデータを登録することができます。リモート登録機能の詳細に関しては、

「第 4章 フォーム管理（Web グループ）」を参照して下さい。

図 3-0-3 Ｗｅｂからのデータ登録

登録フォーム

送信 キャンセル

氏名：

Ｅmail：

性別：

http:www.***.co.jp/**.html

○○社

ＩＮＴＥＲＮＥＴ

送信 キャンセル

○○社

以下の内容を登録し
ます。宜しければ送
信ボタンをクリック
して下さい。

サンキューページ

○○社

ご登録ありがとう
ございました。

.................

.................
問い合わせ、資料請求、
会員登録などの登録ページ

データベースへ

登録確認ページ
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(6) 特殊フィールドタイプの利用

本システムはあらかじめ 55 種類のフィールドタイプを用意していますが、それらは通常のフィールドタイプ（40

種類）と、システムによって利用目的が明確に定義されている特殊フィールドタイプ（15 種類）に分けられます。

特殊フィールドタイプのフィールドを使用するには特別な設定が必要になります。また、フィールドの発行方法

が通常のフィールドタイプと異なるものもあります。（これらのフィールドの役割、作成方法、詳細は本章で説明

します。）

(7) STOP データベースの利用

ここまでは全て normal タイプのデータベースについて説明をしてきました。stop タイプのデータベースもデー

タベースに変わりありませんが、システムによって利用目的が明確に定義されています。このデータベースに格

納されているメールアドレスに対してはメールを配信しないという機能を実現します。メールグループでのリス

ト作成時に利用できます。（作成方法、詳細は本章で説明します。）

STOP データベースは、メール受信者が次回からのメールの受け取りを拒否したい場合に使用しますが、同様の機

能は「オプトアウト」という特殊フィールドタイプを使用することでも実現できます。「オプトアウト」機能を利

用すると、メール受信者が自らメールアドレスを入力する必要がない上、データベースにオプトアウト日時もリ

アルタイムに保存することができるため、便利です。したがって、最近では STOP データベースよりも、「オプト

アウト」フィールドを利用するケースが増えてきています。

(8) ＤＢグループの操作画面

「ＤＢグループ」を選択すると、以下のような操作画面が表示されます。

図 3-0-4 ＤＢグループの操作画面

ＤＢグループメニュー 機能グループ

ＴＯＰ（ＤＢ利用状況表示）
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1) あなたが発行した DB 数

現在あなたが発行しているデータベースの総数です。

2) あなたが発行した仮想 DB 数

現在あなたが発行している仮想データベースの総数です。

3) 使用可能レコード数

あなたに割り当てられているレコードの総数です。

4) 割り当て可能レコード数

使用可能レコード数のうち、まだ使用していないレコード数です。

5) 使用済みレコード数（DB 割り当て）

使用可能レコード数のうち、あなたが発行しているデータベースに割り当てているレコード数です。

6) （内 登録済み）

使用済みレコード数（DB 割り当て）のうち、データが登録されているレコード数です。

7) 使用済みレコード数（ユーザー割り当て）

使用可能レコード数のうち、あなたが管理しているユーザーに割り当てているレコード数です。

(9) ＤＢグループのメニュー

このグループで提供されているメニューには以下のものがあります。

ＴＯＰ（ＤＢ利用状況表示）

現在管理しているデータベースについての統計情報が表示されます。

[DB 関連 ]

1）ＤＢオペレーション

データベースに対して、データの新規登録・検索・閲覧・更新・削除が行えます。

2）ＤＢメンテナンス

データベースのクリーニングやインデックス作成・削除、フィールド値の自動生成トリガ作成・削除が行え

ます。

3）通常ＤＢ管理

フィールドを選択してデータベースを発行します。

4）仮想ＤＢ管理（フィルタ型）

通常ＤＢを元に、フィールドを絞り込むデータベースを発行します。

5) ＤＢ連携

スパイラル上のＤＢ内に存在する複数のデータを紐付けます。

6) 仮想ＤＢ管理（連携型）

連携されたＤＢのフィールドを組み合わせて仮想的にデータベースを発行します。

7）ＳＴＯＰＤＢ管理

ＳＴＯＰデータベースを発行します。

8）ステップアンケートＤＢ管理

ステップアンケートで作成したデータベースについての詳細情報を閲覧します。
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9）ＤＢ操作履歴

データベースに対して行った操作の履歴を参照できます。

10）データ削除

抽出ルールを利用して、該当するレコードを削除します。

[ 特殊フィールド関連 ]

11）クリックカウント設定

クリックカウントを利用する際に文書中に埋め込む為のキーワードの作成、カウント期間の設定、リダイレ

クト先 URL の設定等を行います。設定が完了すると値を格納するためのフィールドが作成されます。

12） ＨＴＭＬメール開封チェック設定

HTML メール開封チェックを利用する際に文書中に埋め込む為のキーワードの作成、カウント期間の設定、リ

ダイレクト先 URL の設定等を行います。設定が完了すると値を格納するためのフィールドが作成されます。

13）オプトアウト設定

オプトアウトを利用する際に文書中に埋め込む為のキーワードの作成、カウント期間の設定、リダイレクト

先 URL の設定等を行います。設定が完了すると値を格納するためのフィールドが作成されます。

[ データ入出力関連 ]

14）データ登録

アップロードしたファイルをデータベースに新規登録や更新をします。

15）データ出力

データベースに登録されているデータを TSV（タブ区切りテキスト）形式でダウンロードします。抽出ルー

ルを利用して、ダウンロードするレコードを絞り込むこともできます。

16）ヘッダーダウンロード

データベースのフィールド情報が記述されたヘッダーをダウンロードします。通常のヘッダー、アップデー

ト用のヘッダー、配信エラー処理用のヘッダーがダウンロードできます。

17）データアップロード

ダウンロードしたヘッダー情報をもとに加工したファイルをサーバーにアップロードします。

アップロード方法は「通常アップロード」「高速アップロード」「貼付アップロード」の３種類がございます。

[ 抽出ルール関連 ]

18）データベースの抽出ルール設定

フィールドの抽出ルールを組み合わせて、データベースに対する抽出ルールを設定します。

[ ＰＤＦ関連 ]

19）宛名ラベル制作

宛名印刷用のラベルシールの寸法に合わせて、ＰＤＦ形式で住所等のデータを出力します。

[ フラグ処理関連 ]

20）カウントリセット

クリックカウント設定、HTML 開封チェック設定で作成したフィールドの値を 0にリセットします。

21）不正アドレスチェック

不正アドレスのチェックを行います。

22）モバイルドメインチェック

モバイルドメインのチェックを行います。

23）重複レコードチェック

重複レコードをチェックします。
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24）配信エラー処理

お手元のエラーログファイルを利用して、配信エラーとなったメールアドレスに対して、エラーコードを反

映する為の処理をします。

※エラーログの保持期間内（配信日から 42 日間）であれば、配信エラー処理は各配信登録のエラー反映欄か

ら行えます。

[その他 ]

25）登録元管理

登録元の変更、登録元名称の変更、固定登録元の作成が行えます。

(10) データベース作成の流れ

データベース作成の標準的な流れは以下のようになります。

順 1. データベースの設計

これはユーザーが行います。データベースは一度発行すると長い時間使い続ける場合が普通です。時間をか

けて、慎重に設計して下さい。

順 2. フィールドの発行   >>   「通常ＤＢ管理」機能

データベースの仕様が決定したら、「通常ＤＢ管理」から必要なフィールドを選び、DB を発行します。

フィールドタイプは、すぐに利用できる通常フィールドと、特別な設定が必要となる特殊フィールドがあり

ます。

＊特殊フィールド（15 種類）

不正アドレスフラグ

モバイルドメインフラグ

重複フラグ

配信エラー

エラーカウント

パスワード

簡易パスワード

メッセージダイジェスト (MD5)

メッセージダイジェスト (SHA1)

メッセージダイジェスト (SHA256)

緯度経度

クリックカウント

ＨＴＭＬ開封チェック

オプトアウト

ルックアップキー

選択したフィールドを組み合わせて、データベースを発行します。入力必須項目等の属性はここで設定します。

データベースを構成するフィールドの属性は、データベース発行後は変更できませんので、設計段階で十分

な検討を行って下さい。

順 3. データの登録   >>   「データ登録」機能

本システムにおいてデータベースにデータを登録するには以下の方法があります。

(イ ) 「データ登録」機能を利用し、ユーザーのお手元のリスト（TSV 形式のファイル）を登録する。

(ロ ) Web グループの「フォーム管理」機能を利用し、WEB上の登録ページからデータをリモート登録する。

※リモート登録機能の詳細に関しては「第 6章 フォーム管理（Web グループ）」を参照して下さい。

( ハ ) 「ＤＢオペレーション」機能を利用し、データを登録する。
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(11) 登録元について

本システムには、「登録元」という考え方があります。「登録元」の考え方を理解することで、より柔軟にデータ

を取り扱うことができますので是非理解していただきたいと思います。

登録元の考え方：

本システムは、データベース上の全てのレコード（データ）に対して、それらが「どこから登録されたのか」

という情報を保持しています。これが「登録元」情報です。

前項 (イ )のファイルのデータ登録による登録の場合、それぞれのファイルを登録元の１つであるとします。

つまり、(イ )の登録方法では、複数の登録元（ファイルの数だけ）を持つことができます。

同様に、(ロ )の登録ページによる登録の場合も複数の登録元（登録ページの数だけ）を持つことができます。

(ハ )の DB オペレーションによる登録の場合、登録元は１つだけです。

登録元の名前：

前項 (イ )の登録方法による登録元名は、「それぞれのファイル名」になります。登録元グループは tsv です。

前項 (ロ )の登録方法による登録元名は、「それぞれの登録ページ名」になります。登録元グループは

remote です。

前項(ハ)の登録方法による登録元名は、「データベース名」になります。登録元グループはdb_operationです。

登録元の利用：

「データベースの抽出ルール登録」機能を利用する場合に、抽出条件の１つとして登録元を参照することがで

きます。

以上、DB グループの概要を紹介してきました。これからは、各機能の具体的な利用法について説明していきます。
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DB 情報

検索条件

検索結果一覧 新規登録

検索条件の結合

ページ番号

検索 検索条件をクリア リセット

テンプレート

3-1 ＤＢオペレーション

ここでは、データベースに対して、データの新規登録、検索、閲覧、更新、削除、ダウンロードを行うことができます。

また、検索した結果に対してのみ更新、削除、ダウンロードをすることができます。

DB オペレーションでは、本番配信用データベース（通常のデータベース）が対象となります。

※テスト配信用データベースのデータは操作できません。

3-1-1 データの検索

DB オペレーションを起動するには、DB 一覧から操作したいデータベースの「表示」を選択します。

選択したデータベースに関する DB オペレーション画面が別ウィンドウで開きます。

※起動時にはデータ検索画面が表示されます。

図 3-1-1　データ検索画面

［DB 関連］
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(1) DB 情報

操作対象のデータベースに関する情報が表示されます。

(2) 検索条件

フィールド毎にデータの検索条件を設定します。

(3) 検索結果一覧

フィールド毎に検索結果を表示します。

(4) 新規登録

新規登録画面に遷移します。

(5) 検索条件の結合

レコードを検索するときの条件を選択します。「すべての条件を含む（AND 結合）」を選択した場合、先に設

定したフィールドに対する検索条件がすべて満たされるレコードを検索します。「いずれかの条件を含む（OR

結合）」を選択した場合、先に設定したフィールドに対する検索条件のどれか１つでも満たすレコードを検索

します。

(6) ページ番号

DB を構成するフィールドが 11 以上ある場合、11 個目以降のフィールドはページ番号に表示されます。

(7) [ 検索 ]

検索ボタンをクリックし、検索条件確認画面に進みます。

(8) [ 検索条件クリア ]

システムが保持している前回検索時の条件をクリアします。新たに検索を行うときは検索条件をクリアして

から行って下さい。

(9) [ リセット ]

入力・変更された値を初期状態にリセットします。

(10) テンプレート

現在使用されているテンプレート名が表示されます。

データ検索テーブルの１番目のフィールドは「ID」となっています。これは、システムがデータベースの各レコー

ドに対して自動的に振る番号のことで、範囲指定による検索ができます。２番目のフィールドは「登録元」です。

存在する登録元を選択することができます。３番目以降がデータベースを構成するフィールドです。

データを検索するには、まず、データ検索テーブルでフィールドに対する検索条件を設定します。 1 画面で表示

できるフィールド数は 10 フィールドまでです。データベースを構成するフィールド数が多い場合は、最初の画

面に表示されていないフィールドがあります。検索条件を設定したいフィールドが画面に表示されていない場合

は ページ番号をクリックして検索条件を設定したいフィールドを表示させた上で検索条件を設定して下さい。

※複数選択可能なセレクトメニュー（フィールドタイプが都道府県、セレクト、マルチセレクト等）で複数の項

目を選択する場合は、Ctrl キーを押しながら選択して下さい。

次に、レコードの検索条件を「すべての条件を含む（AND 結合）」、「いずれかの条件を含む（OR 結合）」の２つか

ら選択します。１度に表示するレコード数を選択し、[検索 ]ボタンをクリックします。

次のような検索条件確認画面が表示されます。
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図 3-1-2 検索条件確認画面

(1) DB 情報

操作対象のデータベースに関する情報が表示されます。

(2) 検索条件確認テーブル

検索結果一覧画面にて表示するフィールドにチェックします。

※左にあるチェックボックスは検索結果一覧画面にて表示するかどうかを決定するもので、検索条件へは影

響しません。

(3) [ 検索する ]

[ 検索する ]ボタンをクリックし、検索条件確認画面に進みます。

(4) [ 戻る ]

データ検索画面に戻ります。

表示するフィールドを選択後、[検索する ]ボタンをクリックすると次のような検索結果画面が表示されます。

DB 情報

テンプレート

チェックしたフィールドが検索

結果として表示されます
戻る検索する

設定した検索条件を

確認します
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図 3-1-3　検索結果一覧画面

検索結果一覧を別ウィンドウ表示

表示件数

テンプレート

DB 情報

検索結果のソート

チェック反転

選択レコードの操作

一括編集 削除 検索結果全レコードの操作

(1) DB 情報

操作対象のデータベースに関する情報が表示されます。

(2) 検索結果リスト

検索条件を満たしたレコード数が表示されます。

(3) 検索結果のソート

表示されている検索結果レコードの並びをソートします。選択したフィールドをキーに　昇順、または降順

で表示させることが出来ます　（インデックス作成済みのフィールドのみ選択可能です）。

(4) [ チェック反転 ]

検索されたレコード全てにチェックを入れます。再度押すとチェックが外れます。

(5) 選択レコードの操作

チェックが入っているレコードに対して一括編集、または削除します。

(6) [ 一括編集 ]

チェックが入っているレコードに対して一括で編集をします。

(7)[ 削除 ]

チェックが入っているレコードを削除します。

(8)[ 検索結果全レコードの操作 ]

検索された全レコードに対して操作します。
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リックします。検索結果全データに対して、チェックしたフィールド値が一括更新されます。

(9) [ 検索結果一覧を別ウィンドウ表示 ]

検索されたレコードを別ウィンドウにおいて全て表示します。

この時表示されるフィールドは、検索条件確認画面でチェックを入れたフィールドのみです。

(10)[ 表示件数 ]

検索された全レコードの表示件数を変更します。一度に表示できる件数は最高で 200 件までです。

(11)　テンプレート

現在使用しているテンプレートを表示します。

検索結果リストにある ID をクリックすると以下のような画面が表示され、そのレコードの詳細なデータを見

ることが出来ます。

図 3-1-4　検索結果 ID 編集画面

(1)　DB 情報

操作対象のデータベースに関する情報が表示されます。

(2)　更新・新規登録テーブル

該当レコードの詳細データを表示しています。名称が赤字のフィールドは DB 上入力必須です。

(3)　[ 更新 ]

更新・新規登録テーブルにおいてチェックを入れたフィールドの情報を更新します。



28　第 3章

(4)　[ リセット ]

　入力・変更された値を初期状態にリセットします。

(5)　[ 削除 ]

　表示しているレコードを削除します。

(6)　[ 登録 ]

　更新・新規登録テーブルでチェックした値を新たに登録します。

(7)　テンプレート

　現在使用しているテンプレート名を表示します。

3-1-2 データの新規登録

データの新規登録を行うには、DB オペレーションを起動後、画面上の [新規登録 ]タブをクリックします。

次のようなデータの新規登録画面が表示されます。

図 3-1-5　新規登録画面
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(1)　DB 情報

　操作対象のデータベースに関する情報が表示されます。

(2)　新規登録テーブル

　新規登録するデータを入力します。名称が赤色のフィールドは入力必須です。

(3)　[ 新規登録 ]

　新規登録テーブルで入力した値を登録します。

新規登録テーブルの 1番目のフィールドは「ID」となっています。これは、システムがデータベースの各レコー

ドに対して自動的に振る番号のことで、値を入力・変更することは出来ません。2番目のフィールドは「登録元」

です。DB オペレーションでは登録時に登録元を選択することが出来ます。3番目以降がデータベースを構成

するフィールドです。

新規登録テーブルにあるフィールドには予めチェックが入っています。このチェックを外したフィールドの

値は登録されません。

項目を確認後、[新規登録 ]ボタンを押してデータを登録します。登録に成功すると、「検索結果一覧」画面

へ遷移し、登録したレコードの更新・新規登録テーブルが表示されます。

なお、データの新規登録は検索結果画面からも行うことが出来ます。

3-1-3 データの更新

データの更新は検索結果画面で行います。更新操作は以下の 3通りがあります。

(A)　検索結果から選択した 1つのレコードに対する更新

(B)　検索結果から選択した複数のレコードに対する更新

(C)　検索結果のすべてのレコードに対する一括更新

図 3-1-6　検索結果一覧画面
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(A)　検索結果から選択した 1つのレコードのデータを更新

1)　更新したいレコードを選択する

　検索結果のリストからデータを更新したいレコードの ID 番号をクリックします。

　更新・新規登録テーブルに選択したレコードのすべてのフィールド値が表示されます。

2)　フィールド値を変更する

　更新したいフィールド値を変更します。

3)　更新するフィールドをチェックする

　値を変更したフィールドの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

　※チェックされていないフィールドの値は更新されません。

4)　[ 更新 ]ボタンをクリックする

　対象のレコード、変更したフィールド値、チェックの有無を確認後、[更新 ]ボタンをクリックします。

選択したレコードに対して、チェックしたフィールド値が更新されます。

(B)　検索結果から選択した複数のレコードに対する更新

1)　更新したいレコードを選択する

　検索結果のリストから、データを更新したいレコードの左側にあるチェックボックスにチェックを入れま

す。

2)　[ 一括編集 ]ボタンをクリックする

　変更対象レコードを確認後、「選択レコードの操作」にある [一括編集 ]ボタンをクリックします。

3)　フィールド値を変更する

　選択レコード一括編集画面にて、更新したいフィールドの値を変更します。

4)　更新するフィールドをチェックする

　値を変更したフィールドの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

※チェックされていないフィールドの値は更新されません。

5)　[ 保存 ]ボタンをクリックする

　変更したフィールド値、チェックの有無を確認後、[保存 ]ボタンをクリックします。

　検索結果リストにてチェックを入れたレコードに対して、チェックしたフィールド値が一括更新されます。

(C)　検索結果のすべてのレコードに対する一括更新

1)　[ 検索結果全レコード　一括編集 ]を選択する

　[検索結果全レコードの操作 ]から、[検索結果全レコード　一括編集 ]を選択します。

2)　フィールド値を変更する

　選択レコード一括編集画面にて、更新したいフィールドの値を変更します。

3)　更新するフィールドをチェックする

　値を変更したフィールドの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

※チェックされていないフィールドの値は更新されません。

4)　[ 保存 ]ボタンをクリックする

　変更したフィールド値、チェックの有無を確認後、[保存 ]ボタンをクリックします。

　検索結果リストにて表示された全レコードに対して、チェックしたフィールド値が一括更新されます。
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3-1-4 データの削除

データの削除は更新操作と同様に検索結果画面で行います。削除操作は以下の 3通りがあります。

(A)　検索結果から選択した 1つのレコードの削除

(B)　検索結果から選択した複数のレコードの削除

(C)　検索結果のすべてのレコードの一括削除

※データの削除は「データ削除」メニューからも行えます。

図 3-1-7　検索結果一覧画面

(A)　検索結果から選択した 1つのレコードの削除

1)　削除したいレコードを選択する

　検索結果のリストから削除したいレコードの ID 番号をクリックします。

　更新・新規登録テーブルに選択したレコードのすべてのフィールド値が表示されます。

2)　[ 削除 ]ボタンをクリックする

　対象のレコードを確認後、[削除 ]ボタンをクリックします。選択したレコードが削除されます。

(B)　検索結果から選択した複数のレコードの削除

1)　削除したいレコードを選択する

　検索結果のリストから、削除したいレコードの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

2)　[ 削除 ]ボタンをクリックする

　変更対象レコードを確認後、「選択レコードの操作」にある [削除 ]ボタンをクリックします。選択したレ

コードが削除されます。
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(C) 検索結果のすべてのレコードの一括削除

1)　[ 検索結果全レコード　削除 ]を選択する

　[検索結果全レコードの操作 ]から、[検索結果全レコード　削除 ]を選択します。

検索された全レコードが削除されます。

3-1-5 データのダウンロード

データ検索で絞り込まれたデータをダウンロードすることが出来ます。データのダウンロードは検索結果画

面で行います。

検索結果のデータをダウンロードするには、DB オペレーションを起動後、データの検索を行います。

表示された検索結果画面からダウンロードを行います。

図 3-1-8 データの削除

1)　[ 検索結果全レコード　ダウンロード ]を選択する

　[検索結果全レコードの操作 ]から、[検索結果全レコード　ダウンロード ]を選択します。

2)　ダウンロードするフィールドを選択する

　ダウンロードしたいフィールドの左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。　すべてのフィー

ルドをダウンロードする場合は「出力」にあるチェックボックスにチェックを入れます。

　※チェックを入れたフィールドの値のみダウンロードします。

　セレクトフィールド、マルチセレクトフィールド、マルチセレクト 128 フィールドで設定した、各ラベル

名でデータをダウンロードしたい場合には、「ラベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

　※チェックを入れない場合、ラベル ID のみがダウンロードされます。

　テキストエリアフィールドで改行されたデータを改行しないでダウンロードしたい場合には、「改行除外」

にあるチェックボックスにチェックを入れます。

　※チェックを入れない場合、改行されたデータがダウンロードされます。

3)　[ ダウンロード ]ボタンをクリックする

　[ダウンロード ]ボタンをクリックして、ファイルを保存してください。
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3-1-6 テンプレート設定

テンプレートとは、ユーザーがよりデータを操作しやすいように、DB オペレーションの検索や検索結果、登録・

編集画面について、ページ遷移、フィールドの表示や並び順を DB ごとにカスタマイズできる機能です。

テンプレートとして保存する設定は、アカウントの中で共有することができるので、他の担当者やマルチア

カウント利用者が作成したテンプレートも利用できます。

テンプレート一覧の一番上に表示されるテンプレートが、「DB 一覧」の [表示 ]ボタンをクリックした際に

使われるデフォルトテンプレートです。

作成したテンプレートは DB オペレーション画面から随時、適用させることが可能です。

DB 一覧に表示されている [テンプレート設定 ]ボタンをクリックし、さらに [新規作成 ]ボタンをクリック

すると、自動的に新しいテンプレートが出来上がります。

図 3-1-9 テンプレート一覧画面
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（1）[新規作成 ]ボタン

テンプレート作成します。クリックすると自動的に新しいテンプレートが作成されます。

（2）並び順

複数設定したテンプレートの並び順を指定します。変更を保存する場合には[並び順を保存]ボタンをクリッ

クします。

（3）名称

テンプレートの名称を表示します。ダブルクリックすると名称を設定することができます。

（4）背景色

DB オペレーション画面の背景色を指定します。背景色欄にある「■」をクリックし、表示されるカラーパレッ

トで指定します。テンプレートごとに背景色を指定することで、現在使用中のテンプレートが操作中もわか

りやすくなります。

（5）最終更新日時 /最終更新者

テンプレートを設定した最終更新日時と最終更新者を表示します。

（6）メニュー

テンプレートの操作メニューには以下のものがあります。

（7）[表示 ]ボタン

テンプレートを適用した DB オペレーション画面を起動します。

（8）[設定 ]ボタン

テンプレートのページ遷移後、フィールドの表示、フィールドの並び順等をしてします。

（9）[複製 ]ボタン

テンプレートを複製します。

（10）[ 削除 ]ボタン

テンプレートを削除します。

[設定 ]ボタンをクリックすると次のような画面になり、DB オペレーション起動後の各ページのカスタマイ

ズ設定ができます。



ＤＢグループ　　35

図 3-1-10 テンプレート一覧画面

基本設定

このページでは、画面遷移や検索結果のページ内の表示件数を設定します。

（1）スタートページ

DB オペレーション画面に進んだ際に、最初に表示するページです。

「検索画面」「検索結果一覧」「新規登録画面」の中から選択できます。

（2）登録後のアクション

データの登録後や編集後に、表示するページです。

「保存したレコードの編集画面」「新規登録画面」「検索結果一覧画面（直近の検索条件を適用）」「検索条件入

力画面」の中から選択できます。

（3）検索条件の確認の有無

「検索条件」ページで検索条件を指定した後、「検索条件確認」ページを表示する場合は、「検索後に検索条件

確認をはさむ」にチェックします。

（4）検索結果一覧の表示件数

検索結果一覧の 1ページあたりの表示件数を指定します。
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図 3-1-11 テンプレート一覧画面

検索対象設定

このページでは、「検索条件」ページに表示するフィールドと並び順を指定します。

※「検索条件」ページでは必ず 1番目にシステム ID 、2 番目に登録元の検索条件を表示します。ここで指定

する順番は 3番目以降の並び順になります。

検索条件確認設定

このページでは、「検索条件確認」ページで表示するフィールドとフィールドの並び順を指定します。「検索

条件」ページで表示するフィールドと「検索結果一覧」ページに表示するフィールドは、必ず「検索条件確認」

ページに表示します。

「表示する」にて赤く表示されているフィールドは、「検索条件」ページおよび「検索結果一覧」ページにて

表示されるように設定されているため、「表示しない」に移すことはできません。

検索結果一覧設定

このページでは、「検索結果一覧」ページで表示するフィールドとフィールドの並び順を指定します。

新規登録・編集設定

このページでは、「新規登録」ページ、「編集」ページで表示するフィールドとフィールドの並び順を指定します。

「*メールアドレス」というように*印の付いているフィールドは、入力必須のフィールドです。入力必須フィー

ルドは、必ず「新規登録」ページ、「編集」ページに表示します。

※「編集」ページに表示しないフィールドについては、全フィールドに対してデータを更新した場合、値を

更新しないでデータベールのデータが維持されます。
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3-2 ＤＢメンテナンス

ここでは、データベースのメンテナンス、1) クリーニング、2) インデックスの作成・削除、3) フィールド値自

動生成トリガ作成・削除ができます。

DB メンテナンスでは、本番配信用データベース（通常のデータベース）が対象となります。

※テスト配信用データベースのデータは操作できません。

3-2-1 クリーニング

データベースの検索や更新処理が遅くなってきた場合に、データベースのクリーニングを行えば、処理速度を向

上させることができます。

図 3-2-1 データベースのクリーニング

DB 選択プルダウンメニューにてクリーニングを行う DB を、オペレーションにてクリーニングを選択し、[ 選択 ] 

ボタンをクリックすると画面が切り替わります。[ クリーニング ] ボタンをクリックするとクリーニング処理が

実行されます。

＜注意事項＞

※クリーニング中は DB へアクセスできません。登録・クリックカウントなどユーザのアクセスが少ないと思われ

る時間帯に行ってください。

※クリーニング所要時間は 30 秒程度です。 

3-2-2 インデックスの作成・削除

DB を構成するフィールドに対しインデックスを作成すると、データベースの検索能力を向上させることができま

す。「TSV データアップデート」機能のキーフィールド、「DB オペレーション」機能のソート時のキーとして利用

する場合にはインデックスが必要です。

DB 選択プルダウンメニューにてクリーニングを行う DB を、オペレーションにてインデックス作成・削除を選択し、

[選択 ] ボタンをクリックするとインデックス作成・削除画面が表示されます。

DB 選択

オペレーション

選択

クリーニング
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図 3-2-2 インデックスの作成・削除画面

1) 作成済みのフィールド一覧

インデックスを作成しているフィールド一覧が表示されます。インデックスは最大５つまで作成できます。

2) インデックス削除

作成済みのフィールド一覧からインデックスを削除したいフィールドを選択し、[インデックス削除 ] ボタ

ンをクリックすると削除できます。

3) インデックス作成

プルダウンメニューからインデックスを作成したいフィールドを選択し、[インデックス作成 ] ボタンをクリッ

クすると作成できます。インデックスが作成されたフィールドは作成済みフィールド一覧に表示されます。

3-2-3 フィールド値自動生成トリガ作成

データ登録時にフィールドの値を自動生成することができます。会員番号や簡易パスワード（パスワードは不可、

簡易パスワードとパスワードの違いは「3-8　フィールド発行」を参照して下さい）の自動発行等に利用できます。

設定可能なフィールドタイプは以下の３タイプとなります。

1) 数字・記号・アルファベット（32bytes）

2) 整数

3) 簡易パスワード

DB 選択プルダウンメニューにてフィールド値自動生成トリガ作成・削除を行うＤＢを、オペレーションにてフィー

ルド値自動生成トリガ作成・削除を選択し、[選択 ] ボタンをクリックするとフィールド値自動生成トリガ作成・

削除【フィールド属性一覧 】が表示されます。

1) ID

フィールドの ID です。

2) フィールド名

データベースを構成しているフィールドの名称です。

3) フィールドコード

フィールドを識別するコードです。

DB 選択

オペレーション

選択

フィールド選択 インデックス作成

インデックス削除

作成済みフィールド一覧
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4) 差替えキーワード

メールに差込むときは差替えキーワードの設定が必要となります。

5) フィールドタイプ

フィールドの種類です。フィールドタイプの詳細については「3-8-1 フィールドタイプ」を参照して下さい。

6) 入力必須

入力必須属性の有無が表示されます。

7) 重複不可

重複不可属性の有無が表示されます。

8) トリガ設定

フィールド値自動生成トリガ設定が可能なフィールドでは「設定済み」もしくは「未設定」が表示されます。

フィールド値自動生成トリガ作成・削除【フィールド属性一覧 】のトリガ設定欄の「未設定」もしくは「設定済

み」をクリックするとフィールドタイプに応じて以下のような画面が表示されます。

(1) 数字・記号・アルファベット（32bytes）

図 3-2-3 フィールド値自動生成トリガ作成・削除【フィールド属性一覧 】

図 3-2-4 フィールド値自動生成トリガ設定（数字・記号・アルファベット（32bytes））

フィールド名

フィールドタイプ

値が存在する場合

自動生成する値(1)

自動生成する値(2)

トリガ作成

DB 選択

オペレーション

選択

ID フィールド名 フィールド
コード

差替え
キーワード

フィールドタイプ 入力
必須

重複
不可

トリガ
設定
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1) フィールド名

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールド名が表示されます。

2) フィールドタイプ

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールドのフィールドタイプが表示されます。

3) 値が存在する場合

a) 自動生成せずに，その値を格納する

登録ページやファイルからのデータ登録時に当該フィールド値が存在した場合には、その値を優先して

データベースに格納します。

※フィールドが重複不可の場合は、選択できません。

b) 無視して自動生成した値を格納する 

当該フィールド値の有無に関わらず自動生成した値をデータベースに格納します。

4) 自動生成する値（１）

「システム ID を使用」か「システム ID を元にランダム値を生成」かを選択します。 ID とは、システムがデー

タベースの各レコードに対して自動的に振る番号のことです。ダウンロードしたデータの一番左にあるフィー

ルドの値です。

5) 自動生成する値（２）

「固定文字列１」と「桁数」と「固定文字列２」を設定します。 

例）　システムＩＤを元にランダム値を生成

　　　　固定文字列１ : SMP_

　　　　桁数 : 8

　　　　固定文字列２ : _KEY

　　　　　自動生成される値　→　SMP_94722202_KEY

※ 値は『前後の固定文字列』及び『（１）で指定した値の下○桁』となります。 

※ 『前後の固定文字列』はそれぞれ半角英数・ハイフン・アンダースコアを用いて 10byte 以下で指定可能

です。 

※ 『前後の固定文字列』は空欄でもかまいません。 

各項目を設定後 [ トリガ作成 ] ボタンをクリックするとフィールド値自動生成トリガ設定が完了し、フィールド

値自動生成トリガ作成・削除【フィールド属性一覧 】のトリガ設定欄に「設定済み」と表示されます。

(2) 整数

図 3-2-5 フィールド値自動生成トリガ設定（整数）

フィールド名

フィールドタイプ

値が存在する場合

自動生成する値

トリガ作成
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1) フィールド名

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールド名が表示されます。

2) フィールドタイプ

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールドのフィールドタイプが表示されます。

3) 値が存在する場合

a) 自動生成せずに，その値を格納する

登録ページやファイルからのデータ登録時に当該フィールド値が存在した場合には、その値を優先して

データベースに格納します。

※フィールドが重複不可の場合は、選択できません。

b) 無視して自動生成した値を格納する 

当該フィールド値の有無に関わらず自動生成した値をデータベースに格納します。

4) 自動生成する値

「システムＩＤを使用」か「 0 以上 2147483647 以下のランダム値」かを選択します。

※ ランダム値を生成する場合，値の範囲指定は 0 以上 2147483647 以下の任意の値を範囲指定できます。

各項目を設定後 [ トリガ作成 ] ボタンをクリックするとフィールド値自動生成トリガ設定が完了し、フィールド

値自動生成トリガ作成・削除【フィールド属性一覧 】のトリガ設定欄に「設定済み」と表示されます。

(3) 簡易パスワード

図 3-2-6 フィールド値自動生成トリガ設定（簡易パスワード）

フィールド名

フィールドタイプ

値が存在する場合

生成時に使用する文字

生成値の桁数

トリガ作成

1) フィールド名

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールド名が表示されます。

2) フィールドタイプ

フィールド値自動生成トリガ設定するフィールドのフィールドタイプが表示されます。

3) 値が存在する場合

a) 自動生成せずに，その値を格納する

登録ページやファイルからのデータ登録時に当該フィールド値が存在した場合には、その値を優先して

データベースに格納します。

※フィールドが重複不可の場合は、選択できません。

b) 無視して自動生成した値を格納する 

当該フィールド値の有無に関わらず自動生成した値をデータベースに格納します。
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4) 生成時に使用する文字

「数字のみ」、「アルファベットのみ」、「アルファベットと数字」、「アルファベットと数字と記号」から選択で

きます。

5) 生成値の桁数

4 桁から 16 桁までの桁数で選択できます。

各項目を設定後 [ トリガ作成 ] ボタンをクリックするとフィールド値自動生成トリガ設定が完了し、フィールド

値自動生成トリガ作成・削除【フィールド属性一覧 】のトリガ設定欄に「設定済み」と表示されます。

3-2-4　システムＩＤ設定

ＤＢメンテナンス機能から、システムＩＤ設定が可能です。

※システムＩＤとは、システムがＤＢの各レコードに対して自動的に振る番号のことです。ダウンロードしたデー

タの一番左にある項目の値です。

・ＤＢにデータを登録する際のシステムＩＤの値を指定します。

・データが登録されると指定したＩＤから連番で採番します。

・現在のＩＤの最大値よりも大きな値を指定してください。

・指定可能な最大値は 99999999 です。

3-2-5　「整数」型フィールドの再ナンバリング

ＤＢメンテナンス機能から「整数」型のフィールドの再ナンバリングが可能です。

ＤＢ内のデータ行に通し番号を再設定したい場合に便利な機能です。

ご利用にあたっては、「整数」型のフィールドをご用意ください。

図 3-2-7 ＤＢメンテナンス システムＩＤ設定画面

設定ボタン設定するシステムIDを入力
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3-2-6　Vodafone(TM) ドメイン変換（jp-X.ne.jp -> X.vodafone.ne.jp）

jp-X.ne.jp {X: d,h,t,c,k,r,n,s,q} ドメインを X.vodafone.ne.jp に変換します。

ただし，変換するのはボーダフォンライブ！のオリジナルメールアドレス※に限ります。

3-2-7　注意事項

ＤＢメンテナンスをご利用の際には、以下の点にご注意下さい。

(1) ＤＢクリーニング時のテーブルロックについて

クリーニング中はＤＢへアクセスできません。登録・クリックカウントなどユーザのアクセスが少ないと思われ

る時間帯に行って下さい。

※クリーニング所要時間は 30 秒程度です。

(2) アップデート用ヘッダーのキーフィールドについて

主キーおよびメールアドレスタイプのフィールドには自動でインデックスが作成されます。それ以外のフィール

ドをアップデート用のキーフィールドとする場合は、本機能を利用してインデックスを作成して下さい。

(3) DB オペレーション検索時のソートキーについて

DB オペレーションの検索時に検索結果をソートするキーとして利用する場合は、本機能を利用してインデックス

を作成して下さい。

(4) 重複不可フィールドに対するフィールド値自動生成について

重複不可属性を有するフィールドに関しては、その値のユニークを保持するために、値が存在した場合の「自動

生成せずに、その値を格納する」は設定できません。

図 3-2-8 ＤＢメンテナンス　整数型フィールドの再ナンバリング

DB選択

「整数」型フィールド値の
 再ナンバリング

フィールド選択

初期値指定

再ナンバリング
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3-3 通常ＤＢ管理

ここでは、選択したフィールドにてデータベースの発行、および作成済のデータベースの編集を行うことができ

ます。

※フィールドタイプについては「 3-11 フィールド発行 」を参照して下さい。

3-3-1 データベースの新規作成

DB グループのメニューから「通常ＤＢ管理」をクリックし、[ 新規作成 ] ボタンをクリックすると、データベー

ス発行画面が表示されます。

図 3-3-1 データベース基本設定画面

(1) 基本設定

1) DB 名

データベースの名称です。

2) DB タイトル

システムで DB を識別するためのキーワードです。利用できる文字は、4文字以上 16 文字までの半角英数、

ハイフン（ - ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

3) 割り当てレコード数

このデータベースに割り当てられているレコード数です。

4) コメント

コメントを入力することができます。

DB 名

DB タイトル

割り当てレコード数

コメント
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1) フィールドタイプ（新規）

新規のフィールドが選択可能です。

2) フィールドタイプ（共有）

共有フィールドにて過去に作成したフィールドが表示され、選択可能です。

3) フィールドタイプ（特殊）

DB から「クリックカウント」「開封チェック」「オプトアウト」を作成した場合、特殊フィールドに作成した

フィールドが表示され、選択可能です。

4) フィールド構成一覧

このデータベースに使用されるフィールドが表示されます。

5) 末尾に追加

フィールドタイプから選択したフィールドが末尾に追加されます。

6) 選択箇所に追加

フィールド構成一覧内でチェックを付けた上にフィールドが追加されます。

新規にデータベースを発行するには、まず、DB 名、DB タイトル、割り当てレコード数を入力します。割り当てレ

コード数を入力しない場合は、0が設定されます。必要に応じてコメントを入力します。

※左のマークが赤の項目は入力必須です。

(2) フィールド

フィールドを選択し、フィールドの構成を設定します。

図 3-3-2 フィールド選択画面

新規

更新 特殊 フィールド構成一覧

フィールド属性

主キー入力必須 重複不可

末尾に追加 選択箇所に追加

チェックが入っているフィールドを一覧から移動 フィールド属性を解除
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次に、フィールドからデータベースを構成するフィールドを選択します。フィールド選択はフィールドタイプの「新

規」「共有」「特殊」から選択し、フィールド構成一覧にてデータベースを保存していきます。

登録されたフィールドの並びを変更する場合は、変更するフィールドを選択後、上下ボタンで希望の位置まで移

動させます。

データベースの発行の際には、以下の点に注意して下さい。

・ フィールドの並びは、データベースの発行後は変更できませんので注意して下さい。

・ フィールド数の上限は「150」です。かつ、全フィールドのレコードサイズ合計の上限は「16,384」バイトです。

フィールド属性設定

1) 入力必須

この属性を有するフィールドは、データベース登録時に必ず値が必要となります。

2) 重複不可

この属性を有するフィールドは、データベース登録時にデータの重複が許可されません。

3) 主キー

この属性を有するフィールドは、データベースを更新する際に、対象レコードを特定するために利用されます。

したがって、主キー属性が設定された場合、自動的に入力必須、重複不可の属性も有します。

ここでは、各フィールドに対して「入力必須」、「重複不可」、「主キー」の属性を設定します。属性を与えたいフィー

ルドをチェックします。

※フィールドの属性設定は、データベースの新規作成時しか行えませんので注意して下さい。

　登録ページ設定で必須項目にする・しないの選択が可能ですので、こちらは必要最低限の設定を行います。

設定項目を確認後、[ 保存 ] ボタンをクリックしてデータベースを作成します。作成したデータベースが「あな

たが作成した DB 一覧」に表示されます。

既に作成されているデータベースが存在する場合、その設定を利用して新規にデータベースを作成することがで

きます。

「あなたが作成した DB 一覧」から設定を利用したいデータベースを選び、「設定の変更またはフィールドの追加・

削除」を選択します。画面には選択したデータベースの設定が表示されますので、適宜設定を修正します。

設定項目を確認後、[ 複製 ] ボタンをクリックします。「DB の複製の設定」が表示されますので、「フィールド構

成設定に進む」をクリック後、フィールドの属性設定画面が表示されますので、適宜設定します。

設定項目を確認後、[保存 ]ボタンをクリックしてデータベースを作成します。

[ 複製 ]ボタンによるデータベース作成時の注意点：

1) 既に登録されているフィールドの並びは変更できません。また、フィールドを減らすこともできません。

変更できるのは、フィールドは追加のみです。

2) 割り当て可能レコード数は、表示されている数から「設定を利用するデータベース」の割り当てレコード

数を差し引いた数になります。

3) リスト、登録ページ設定、データベースの抽出条件は継承されません。
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3-3-2 フィールドタイプ

ここでは、「通常 DB 管理」からデータベースを構成するフィールドを選択することができます。

本システムでは、フィールドに対して 55 種類のフィールドタイプが用意されています。フィールドには、格納す

るデータに応じた適切なフィールドタイプを定義する必要があります。それぞれのフィールドタイプの特徴を正

しく理解することで、効率的なフィールド定義、データベース運用が行えますので是非理解していただきたいと

思います。

表 3-9-1 に本システムで用意されている 55 種類のフィールドタイプの一覧を示します。表中の作成方法とは、

その「フィールドタイプ」のフィールドを作成するために利用する DB グループのメニュー名です。

フィールドタイプ毎に属性が異なりますので、フィールドタイプの選択は注意して行って下さい。それぞれの属

性の意味は以下のとおりです。

(1) 抽出

DB グループの「フィールドの抽出ルール設定」機能を利用することで、抽出条件として利用することができ

ます。

(2) ユニーク

格納するデータの重複を許可しないよう設定できます。

(3) 差替え

DB グループの「フィールド発行」機能もしくは文書グループの「差替えフィールド設定」機能を利用して差

替えタグを設定することで、文書中に格納されているデータをメール文中に差し込むことができます。

(4) バイト数

個々のフィールドの最大入出力バイト数（サイズ）です。

フィールドタイプには、通常のフィールドタイプ（40 種類）と、システムによりその利用目的が明確に定義され

ている特殊フィールドタイプ（15 種類）があります。

特殊フィールドタイプには以下のものがあります。
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表 3-9-1 フィールドタイプ表 (1)

作成機能 属性 フィルタ

NO 抽出 ﾕﾆｰｸ 差替え ﾊﾞｲﾄ数 全>半 ア>あ あ>ア 特殊 特殊フィルタ詳細

256

####

テキストエリア(2048 bytes)

mm_number6

○ - - - -

mm_text_area

24 数字・記号・アルファベット(6 bytes)
フィールド発行 ○ ○ ○ 6

- - ○

水平タブ -> \t
改行 -> \n

mm_text_area1024

23 フィールド発行 - - ○ 2048 -

- - - ○

水平タブ -> \t
改行 -> \n

mm_text_area512

22 テキストエリア(1024 bytes) フィールド発行 - - ○

- - - ○

水平タブ -> \t
改行 -> \n

mm_text_area256

21 テキストエリア(512 bytes) フィールド発行 - - ○ 512

- - - ○

水平タブ -> \t
改行 -> \n

20 テキストエリア(256 bytes) フィールド発行 - - ○

-

mm_text_field

○ 128 - - - -

mm_address_roman

19 テキストフィールド(128 bytes)
フィールド発行 - ○

64 ○ - - - -18 テキストフィールド(64 bytes)ローマ字
フィールド発行 - ○ ○

-

mm_address_katakana

○ 64 - - ○ -

mm_address_hirakana

17
テキストフィールド(64 bytes)カナ

フィールド発行 - ○

64 - ○ - - -16 テキストフィールド(64 bytes)かな
フィールド発行 - ○ ○

-

mm_text_field64

○ 64 - - - -

mm_name_roman

15 テキストフィールド(64 bytes)
フィールド発行 - ○

32 ○ - - - -14
テキストフィールド(32 bytes)ローマ字 フィールド発行 - ○ ○

-

mm_name_katakana

○ 32 - - ○ -

mm_name_hirakana

13 テキストフィールド(32 bytes)カナ フィールド発行 - ○

32 - ○ - - -12 テキストフィールド(32 bytes)かな
フィールド発行 - ○ ○

-

mm_name

○ 32 - - - -

mm_multiple128

11
テキストフィールド(32 bytes)

フィールド発行 - ○

128 ○ - - - -10 マルチセレクト128 フィールド発行 ○ - ○

-

mm_multiple

○ 96 ○ - - -

mm_alternative

9 マルチセレクト フィールド発行 ○ -

5 ○ - - - -8
セレクト

フィールド発行 ○ - ○

桁区切りを自動で挿入します。

mm_money

○ 22 ○ - - ○

mm_phone

7 通貨
フィールド発行 ○ -

24 ○ - - ○

市外局番-市内局番-加入者番号にフォー
マットします。市外局番が0から始まって
いない場合は0を付加します。加入者番号
は4桁にフォーマットします。

6 電話番号
フィールド発行 ○ ○ ○

都道府県番号もしくは都道府県名
13,東京,東京都 -> 東京都

mm_pref

○ 8 ○ - - ○

mm_zip_code

5
都道府県

フィールド発行 ○ -

8 ○ - - ○

上3桁と下4桁にフォーマットします。足
りない場合は、左詰めで0で補完します。
000-0000

4 郵便番号
フィールド発行 ○ - ○

m,male,男,男性 -> 男
f,female,女,女性 -> 女

mm_sex

○ 4 - - - ○

mm_email_nc

3 性別
フィールド発行 ○ -

129 ○ - - ○

先頭、末尾のスペース（半角、全角）を
削除
カンマ(,)をドット(.)に変換
末尾のドット(.)等の不正文字を消去

2
メールアドレス（大・小文字を無視）

フィールド発行 ○ ○ ○

先頭、末尾のスペース（半角、全角）を
削除
カンマ(,)をドット(.)に変換
末尾のドット(.)等の不正文字を消去
Domain部は大文字→小文字に変換

mm_email

○ 129 ○ - - ○

スパイラル　フィールドタイプリファレンス　Ver1.10
フィールドタイプ

名称／内部コード

1
メールアドレス

フィールド発行 ○ ○
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作成方法 属性 フィルタ

NO 抽出 ﾕﾆｰｸ 差替え ﾊﾞｲﾄ数 全>半 ア>あ あ>ア 特殊 特殊フィルタ詳細

実数 フィールド発行 ○ - ○ 20 ○ - - - -

mm_digest_md5

36 ○ - - ○ -48 メッセージダイジェスト(MD5)
フィールド発行 - ○ -

-

mm_ezpassword

○ 16 - - - -

mm_password

47 簡易パスワード フィールド発行 ○ -

16 - - - - -46 パスワード フィールド発行 ○ - -

-

mm_error_count

- 36 - - - -

mm_deliver_error

45 エラーカウント フィールド発行 ○ -

9 - - - - -44 配信エラー フィールド発行 ○ - -

-

mm_duplicate

- 2 - - - -

mm_mobile

43 重複フラグ フィールド発行 ○ -

2 - - - - -42 モバイルドメインフラグ フィールド発行 ○ - -

-

mm_invalid_email

- 2 - - - -

mm_interval_w

41 不正アドレスフラグ フィールド発行 ○ -

14 ○ - - - -40 時間（○週間） フィールド発行 ○ ○ ○

-

mm_interval_d

○ 12 ○ - - -

mm_interval_ym

39 時間（○日） フィールド発行 ○ ○

18 ○ - - ○

足りない部分は0ヶ月で補完します。
例）3年 -> 3年0ヶ月

38 時間（○年○カ月） フィールド発行 ○ ○ ○

now -> 登録時の曜日をスタンプ

mm_date_wday

○ 6 ○ - - ○

mm_date_hhmm

37 曜日（○曜日） フィールド発行 ○ ○

8 ○ - - ○

now -> 登録時の時刻をスタンプ
足りない部分は00分で補完します。
例）19時 -> 19時00分

36 時刻（○時○分） フィールド発行 ○ ○ ○

now -> 登録時の日付をスタンプ
足りない部分は01日で補完します。
例）10月 -> 10月01日

mm_date_md

○ 8 ○ - - ○

mm_date_ym

35 月日（○月○日） フィールド発行 ○ ○

10 ○ - - ○

now -> 登録時の日付をスタンプ
足りない部分は01月で補完します。
例）2002年 -> 2002年01月

34 日付（○年○月） フィールド発行 ○ ○ ○

now -> 登録時の日付をスタンプ
足りない部分は01月01日で補完します。
例）2002年 -> 2002年01月01日

mm_date_ymd

○ 14 ○ - - ○

mm_date_ymdhh

33 日付（○年○月○日） フィールド発行 ○ ○

19 ○ - - ○

now -> 登録時の日時をスタンプ
足りない部分は01月01日00時で補完しま
す。
例）2002年 -> 2002年01月01日00時

32 日付（○年○月○日 ○時）
フィールド発行 ○ ○ ○

now -> 登録時の日時をスタンプ
足りない部分は01月01日00時00分で補完
します。
例）2002年 -> 2002年01月01日00時00分mm_date_ymdhhmm

○ 23 ○ - - ○

mm_date_ymdhhmmss

31 日付（○年○月○日 ○時○分）
フィールド発行 ○ ○

27 ○ - - ○

now -> 登録時の日時をスタンプ
足りない部分は01月01日00時00分00秒で
補完します。
例）2002年 -> 2002年01月01日00時00分
00秒

30 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）
フィールド発行 ○ ○ ○

now -> 登録時の日時をスタンプ
足りない部分は01月01日00時00分00秒で
補完します。
例）2002年 -> 2002年01月01日00時00分
00秒

mm_regist_date

○ 27 ○ - - ○

mm_bool

29 登録日時 フィールド発行 ○ -

4 ○ - - ○

1,t,真 -> 1（フラグが立っている）
0,f,偽 -> 0（フラグが立っていない）

28 ブーリアン フィールド発行 ○ - ○

mm_integer

27

mm_real

10 ○ - - - -26 整数 フィールド発行 ○ ○ ○

-

mm_number32

○ 32 ○ - - -

名称／内部コード

25 数字・記号・アルファベット(32 bytes) フィールド発行 ○ ○

フィールドタイプ

表 3-9-1 フィールドタイプ表 (2)
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作成方法 属性 フィルタ

NO 抽出 ﾕﾆｰｸ 差替え ﾊﾞｲﾄ数 全>半 ア>あ あ>ア 特殊 特殊フィルタ詳細

-

mm_lat_lon

- 10 - - - -

mm_optout

55 ルックアップキー DB連携 ○ -

27 - - - -

now -> 登録時の日時をスタンプ

54 オプトアウト オプトアウト ○ - -

-

integer

- 10 - - - -

mm_clickcount

53 HTMLメール開封チェック HTMLメール開封
チェック

○ -

10 - - - - -52 クリックカウント クリックカウント ○ - -

-

mm_lat_lon

○ 22 - - - ○

-

mm_digest_sha256

51 緯度経度 フィールド発行 - -

- 71 ○ - - ○

-

mm_digest_sha1

50 メッセージダイジェスト(SHA256)
フィールド発行 - ○

- 45 ○ - - ○

名称／内部コード

49 メッセージダイジェスト(SHA1)
フィールド発行 - ○

フィールドタイプ

表 3-9-1 フィールドタイプ表 (3)
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【メンテナンスフィールド】

(1) 不正アドレスフラグ

「不正アドレスチェック」機能を利用することで、チェック対象であるメールアドレスフィールドに格納されてい

るデータが「不正かどうか」をチェックし、結果を格納します。不正だと判断された場合は「ｔ（真）」が格納さ

れます。本システムでの「不正アドレス」の基準については、別紙「不正アドレスの条件」を参照して下さい。

(2) モバイルドメインフラグ

「モバイルドメインチェック」機能を利用することで、チェック対象であるメールアドレスフィールドに格納され

ているデータが「モバイルドメインかどうか」をチェックし、結果を格納します。モバイルドメインだと判断さ

れた場合は「ｔ（真）」が格納されます。本システムでの「モバイルドメイン」の基準については、別紙「モバイ

ルドメインリスト」を参照して下さい。

(3) 重複フラグ

「重複レコードチェック」機能を利用することで、チェック対象フィールドに格納されているデータが「重複し

ているかどうか」をチェックし、結果を格納します。重複している場合には、余ったレコードに対して「ｔ（真）」

の値がセットされます。

(4) 配信エラー

「配信エラー処理」機能を利用することで、チェック対象であるメールアドレスフィールドに格納されているデー

タが「配信エラーが発生したメールアドレス」と一致した場合、その「エラーコード」を格納します。「エラーコー

ド」については、別紙「エラーコードリスト」を参照して下さい。

(5) エラーカウント

最新のエラーコードとエラーの回数を種類毎（4.x.x または 5.x.x）に格納することができます。（Unknown は 5.x.x

としてカウントされます）データの形式は、「5.x.x の回数 :4.x.x の回数 :最新のエラーコード」となります。「エ

ラーコード」については、別紙「エラーコードリスト」を参照して下さい。

(6) パスワード

システム内部で登録されたパスワードへアクセスする為の ID を格納します。管理者が見ることができるのは、こ

の ID のみで、パスワードの実体を閲覧することはできません。パスワードは会員にとって秘匿性の高い情報のた

め、管理者が参照・変更することはできません。従って、操作画面からデータのインポート・エクスポートは行

えません。

(7) 簡易パスワード

登録されたパスワード文字列をそのまま格納します。データのインポート・エクスポートが可能です。

(8) クリックカウント

「クリックカウント」機能を利用することで、設定した URL に対するクリック回数を格納します。クリックカウン

トタグを設定すると、自動的にクリックカウントフィールドが作成されます。データベースにカウント値を格納

したい場合は、作成されたフィールドをデータベースに追加します。

(9) メッセージダイジェスト

マイエリア認証のパスワードに利用できます。データのインポート・エクスポートが可能です
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(10) 緯度経度

マイエリア認証のパスワードに利用できます。データのインポート・エクスポートが可能です

(11) HTML 開封チェック

「HTMLメール開封チェック」機能を利用することで、配信したHTMLメールに対する開封回数を格納します。HTMLメー

ル開封チェックを設定すると自動的に HTML メール開封チェックフィールドが作成されます。データベースにカウ

ント値を格納した場合は作成されたフィールドをデータベースに追加します。

(12) オプトアウト

「オプトアウト」機能を利用することで、「オプトアウトした日時」を格納します。オプトアウトタグを作成すると、

自動的にオプトアウトフィールドが作成されます。次回からオプトアウトされた宛先に対して配信したくない場

合は、作成されたフィールドをデータベースに追加し、抽出ルールを設定したリストを利用します。

(13) ルックアップキー

間接連携にて DB 連携する際に、マスタ DB のシステム ID を参照するために自動的に作成される特殊なフィールド

タイプです

特殊フィールドを利用する際には、次の点に注意して下さい。

「不正アドレスフラグ」、「モバイルドメインフラグ」、「重複フラグ」、「配信エラー」、「エラーカウント」の５つの

特殊フィールドタイプは、「通常 DB 管理」からをデータベースに追加することで利用できます。

それぞれフラグ処理関連のメニュー及び各種配信設定の「エラー反映」を用いてプロファイリングの処理を行い

ます。

特に、「クリックカウント」、「オプトアウト」の２つの特殊フィールドタイプは、「通常 DB 管理」からフィールド

の発行はできません。「クリックカウント」メニュー、「オプトアウト」メニューを利用してクリックカウントタグ、

オプトアウトタグを作成すると、自動的にフィールドが作成されますので、これを利用します。

「パスワード」タイプのフィールドは、会員がログインする際に使用します。パスワードは会員が本人であること

を確認するために用いる極めて秘匿性の高い情報です。したがって、管理者は通常のオペレーションで参照・変

更できません。

「パスワード」タイプのフィールドをご使用の際には、以下の点にご注意下さい。

1) ダウンロードしたデータには、パスワード自体ではなく管理 ID が格納されます

2) 「データ登録」機能によるパスワードのデータ登録はできません

（リストからパスワードを DB に登録する場合は弊社までお問い合わせください）

3) 「DB オペレーション」機能による新規登録・検索・更新はできません

「簡易パスワード」タイプのフィールドは、会員がログインする際に使用します。「パスワード」タイプが会員の

パスワードをシャドウ化して管理するのに対し、本タイプではパスワードの文字列をそのまま格納します。その

ため、メールへの差し込み、データのインポート・エクスポートが可能です。「パスワード」タイプに比べ、会員

のパスワードに対する秘匿性の考え方が低く設定されていると言えます。
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3-3-3 フィールドの詳細設定

「通常 DB 管理」からデータベースをクリック後、フィールド詳細設定が表示されます。

(1) フィールド詳細

1) フィールド状態

フィールドが「新規」「共有」「特殊」いずれかの状態を表示されます。

2) No

フィールドの発行ナンバーを表示します。

3) フィールドタイプ

フィールドの種類です。個々のフィールドタイプの詳しい情報については、「 フィールドタイプリファレン

ス 」を参照して下さい。

4) フィールド名

フィールドの名称です。

※最大 128 バイト（全角 64 文字）まで

5) 差替えキーワード

データベースに格納されている値を文書中等に差し込むために利用するキーワードを設定します。

※差替えキーワードの設定は、文書グループの「差替えフィールド設定」機能からも行えます。

※登録ページ設定２の各種 HTML ソースで利用されますので、設定することお勧めします

※未入力の場合、自動的にフィールドコードを差替えキーワードとして設定します。

6) HTML 表示形式

フィールドタイプが「性別」、「都道府県」、「セレクト」、「曜日」の場合に登録フォーム上で表示するタイプ

をプルダウンもしくはラジオボタンから選択できます。

※デフォルトソースの生成方法の指定であり、ダウンロードした登録フォームの HTML ソースを書き換えるこ

とで形式は自由に変更できます。

7) 置換文字列の規定値

フィールド値が NULL の場合（値が入っていない場合）に、ここで指定した文字列が表示されます（メール配
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(2) 「セレクト・マルチセレクト・ブーリアン」ラベル設定 

フィールドタイプが「セレクト」、「マルチセレクト」、「マルチセレクト 128」、「ブーリアン」の場合、ラベルを

入力します。

※上記４タイプ以外では使用しません。

1) ID

データベースに格納される値です。各フィールドタイプ毎で以下のように格納されます。

a) セレクト

0 ～ 99999 の範囲から 80 個まで自由に指定可能です。

b) マルチセレクト

1 ～ 30 で各ラベルに対して連番です。

c) マルチセレクト 128

1 ～ 128 で各ラベルに対して連番です。

表計算ソフト等での集計を考慮してデータの入出力は以下の形式となります。

例）40 項目の場合（選択項目は「1」、未選択項目は「0」で表現されます）

0000100000010100000100000000001000101000

d) ブーリアン

0 が値が偽（フラグが立っていない状態）、1が値が真（フラグが立っている状態）です。

2) ラベル

ID に対応するラベルです。「DB オペレーション」機能、「フィールドの抽出ルール設定」機能、登録フォーム

や登録確認ページ等で ID に対応するラベルが使用されます。

「ブーリアン」タイプのフィールド設定時の注意：

1) ラベルが２つ必要です

2) データベースに格納される値（0又は 1）とキーワードの対応は以下のとおりです

図 3-3-3 ラベル設定
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―――――――――――――――――――――――――――――――

　ID　|　　　　　　　　ラベル　　　　　　　　　　 |　設定例

------+-------------------------------------------+-----------

　 0　|　フラグが立っていない状態（値が偽「0」）　　|　いいえ

------+-------------------------------------------+-----------

　 1　|　フラグが立っている状態（値が真「1」）　　　|　はい

―――――――――――――――――――――――――――――――

新規にフィールドを作成するには、まず、フィールドタイプを選択し、フィールド名、差替えキーワードを入力

します。必要に応じて置換文字列の規定値、コメントを入力します。また、セレクト、マルチセレクト、マルチ

セレクト 128 、ブーリアンタイプの場合は、ラベルを入力します。通常は複数のラベルを指定します。

設定項目を確認後、[保存 ]ボタンで設定を保存します。

3-3-4 フィールドの削除

「通常 DB 管理」から「設定の変更またはフィールドの追加・削除」をクリックし、削除したいフィールドを選択

します。選択されているフィールド名を確認後、[ チェックが入っているフィールドを一覧から削除 ] ボタンで

削除します。
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3-3-5 注意事項

フィールドタイプに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 「セレクト・マルチセレクト・マルチセレクト 128・ブーリアン」タイプのラベル数について

以下のフィールドタイプで設定可能なラベル数は以下になります。

セレクト  ：80

マルチセレクト  ：30

マルチセレクト 128 ：128

ブーリアン  ：２

(2) 発行済みのフィールドタイプは変更不可

発行済みフィールドのフィールドタイプを変更することはできません。フィールドタイプを変更する場合は、再

発行となります。

(3) フィールドタイプ選択時のポイント

フィールドタイプを選択する場合、以下の点を考慮しましょう。

1) データ形式、サイズ

お手元のデータファイルをＴＳＶデータインポートメニューにてＤＢに格納する場合、格納するデータファ

イルでの各々のデータの形式、サイズに合わせてフィールドタイプの選択を行うとＤＢへのデータの格納が

しやすくなります。

＜データ形式＞

例えば、「性別」でご説明します。

お手元のデータファイルでは性別が「１」or「２」（１：男性 or ２：女性）で値を保持している場合、

そのままＤＢへ格納するのであれば、フィールドタイプはセレクトや整数などを選択します。性別とい

うフィールドタイプもありますが、格納できる値は「男」or「女」となるためです。フィールドタイプ

に性別を選択すると、お手元のデータファイルの「１」or「２」をそれぞれ「男」or「女」に置換する

必要があります。

＜データサイズ＞

例えば、「テキストフィールド（32bytes）」でご説明します。

お手元のデータファイルの「氏名」を格納するフィールドとして、フィールドタイプにテキストフィー

ルド（32byte）を選択したとします。このフィールドに格納可能なデータは 32 バイト（全角 16 文字）

までです。お手元のデータファイルの中に外国人の方がいて、お名前がカタカナで 16文字を超えた場合、

17 文字目以降を破棄します。余裕を持ったサイズのフィールドタイプを適用するようにしましょう。

その他詳細は 別紙「フィールドタイプリファレンス」を参照上、慎重にフィールドタイプを選択して下さい。

2) 抽出に使用するか否か

当該フィールドでのセグメント配信（メールの送り分け）を行う（行う可能性がある）場合は抽出が可能な

フィールドタイプを選択下さい。

3) 差し込み

当該フィールドをメールに差し込む（差し込む可能性がある）場合、差替え可能なフィールドタイプを選択

下さい。
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3-3-6 テスト配信用データベース

「テスト配信用データベース」は、フィールド値を利用したタグの差替えやメッセージの組換えをテスト配信で実

現する機能を提供するものです。予め「テスト配信用データベース」にデータを格納しておくことで、より実際

の配信に即したテスト配信が行えます。

「テスト配信用データベース」に関して以下の点に注意して下さい。

(1) 「テスト配信用データベース」の自動発行

「本番配信用データベース（通常のデータベース）」を発行すると、同様のフィールド構成を持った「テスト配信

用データベース」が自動的に発行されます。

(2) 「テスト配信用データベース」に対する操作

「テスト配信用データベース」内のデータに対して行える操作は、DB グループの「TSV データダウンロード」機能

によるデータのダウンロード、「TSV データインポート」機能によるデータのインポート、「TSV データアップデート」

機能によるデータのアップデート、「データ削除」機能によるデータの全削除のみです。

(3) レコード数の制限

「テスト配信用データベース」で利用できるレコード数は「20」までです。

(4) サンプリング配信について

テスト配信用データベースを用いたテストでは、クリックカウントやオプトアウト、クリックログインに関する

厳密なテストが行えません（データベースに情報が反映されない、ログが出力されない等）。従って、厳密なテス

ト配信を行いたい場合は、実際のデータベースからデータを抽出して配信する「サンプリング配信」をご利用下

さい（「6-13 テスト配信」参照）。
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3-3-7 データベース参照

ここでは、作成済みのデータベースの詳細情報を閲覧することができます。また登録データの集計結果を表示、

ダウンロードする事ができます。

「あなたが作成した DB 一覧」から詳細情報を閲覧したいデータベースを選択します。選択した DB に関して以下に

示す情報が表示されます。

図 3-3-4 データベース参照

あなたが作成した DB 一覧

DB 名

DB タイトル

使用フィールド数

レコードサイズ

割り当てレコード数

残りレコード数

主キー

DB タイプ

コメント

更新日時

登録日時

登録元情報一覧

フィールド属性一覧

設定の追加またはフィールドの追加・削除

全チェック チェック反転
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(1) あなたが作成した DB 一覧

作成したデータベースの一覧が表示されます。同時に表示されるのは 15 個までです。データベースが 10 個以上

存在する場合は、下のページ番号あるいは [ 一括表示への切り替え ] をクリックして、ページを切り替えて表示

させます。DB 名をクリックすると、上の設定欄に内容が表示されます。

(2) DB 情報一覧

1) DB 名

データベースの名称です。

2) DB タイトル

システムで DB を識別するためのキーワードです。利用できる文字は、4文字以上 16 文字までの半角英数、

ハイフン（ - ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

3) 使用フィールド数

このデータベースが使用しているフィールドの数です。

4) レコードサイズ [byte]

このデータベースが使用している全フィールドのデータサイズ（バイト）の合計値です。

5) 割り当てレコード数

このデータベースに割り当てられているレコード数です。

6) 残りレコード数

割り当てレコード数のうち、まだデータが登録されていないレコード数です。

7) 主キー

データベースを更新する際に、対象レコードを特定するために利用するフィールドです。

8) DB タイプ

データベースの種類です。以下の 3種類があります。

a) normal

DB グループの「通常ＤＢ管理」機能で作成した通常のデータベースです。

b) stop

DB グループの「ＳＴＯＰＤＢ管理」機能で作成した配信停止を目的としたデータベースです。

c) inquire

ステップアンケートで作成したデータベースです。

9) コメント

コメントが表示されます。

10) 更新日時

データベースが更新された日時です。

11) 登録日時

データベースが登録された日時です。
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(3) 登録元情報一覧

1) 登録元

データベースの登録元が表示されます。リストの場合はそのファイル名、登録ページの場合は登録ページ名、

DB オペレーションの場合は DB 名、会員マスターの場合は会員マスター名となります。

2) グループ

登録元のグループ名です。以下の 5種類があります。

a) tsv

DB グループの「TSV データインポート」機能を利用してファイルから登録されたデータです。

b) remote

リモート登録により登録ページから登録されたデータです。

c) db_operation

DB グループの「DB オペレーション」機能を利用して登録されたデータです。

d) fixed

固定登録元です。詳しくは「 3-24 登録元管理」 を参照して下さい。

e) inquire

ステップアンケートから登録されたデータです。

3) レコード数

登録元からの登録レコード数です。

4）集計対象

データベース集計を利用する際に対象とするか否かを選択します。

(4) フィールド属性一覧

1) ID

フィールドの ID です。

2) フィールド名

データベースを構成しているフィールドの名称です。

3）フィールドコード

フィールドを識別するコードです。

4）差替えキーワード

メールに差込むときは差替えキーワードの設定が必要となります。

5) フィールドタイプ

フィールドの種類です。フィールドタイプの詳細については「3-8-1 フィールドタイプ」を参照して下さい。

6) 入力必須

入力必須属性の有無が表示されます。

7) 重複不可

重複不可属性の有無が表示されます。
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8）集計表示

集計結果として表示させるか否かを選択します。集計可能なフィールドタイプは以下の11タイプとなります。

9）全チェック、チェック反転

結果表示の選択を全チェック、チェック反転させるボタンです。

10）設定の変更またはフィールドの追加・削除

設定内容が変更できます。フィールドの変更または追加・削除をする場合は [フィールド ]タブからで修正

を行い保存します。

11）単純集計

データベース集計レポートを別ウィンドウにて表示します。

12）集計データＤＬ

データベース集計結果をＴＳＶファイルにてダウンロードできます。

13）WEB 登録推移

登録状況の確認ができます。42 日間分まで指定でき、「○日間分を集計」といった指定だけでなく、「今月分

を集計」、「先月分を集計」という指定が可能です。

14）データ削除

データベースの定義は残したまま、データベース内に溜まったデータだけを削除することができます。

　※事前にデータをダウンロードしてバックアップを取って下さい！！

「あなたが作成した DB 一覧」からデータを削除したいデータベースを選択します。選択されている DB 名を確

認後、削除したいデータの種類を選択します。

データの種類：

　1) 本番配信用データ

　本番配信用データベース（通常のデータベース）内のデータが対象となります。

　2) テスト配信用データ

　テスト配信用データベース（詳細は 3-4-4 参照）内のデータが対象となります。

[データ削除 ]ボタンをクリックすることでデータベースに格納された全データを削除することができます。

15）データ削除

削除するデータベースに関連するリスト、配信登録、登録ページ設定、データベースの抽出条件も削除され

ますので、削除の際には十分ご注意下さい。

データベースを削除すると、過去に配信したメール文中のクリックカウント URL 等が機能しません。割り当

てレコードを０として、データベース定義自体は保持することをお勧めします。
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3-4 仮想ＤＢ管理 (フィルタ型 )

仮想 DB では通常の DB を元に、フィールドやレコードを絞り込んだ仮想的なデータベースです。仮想 DB を使用

することで必要な部分のみ抽出されたデータベースを構築することができます。 

3-4-1 仮想ＤＢ (フィルタ型 )利用例

仮想ＤＢは、一例として以下のように各担当者がそれぞれ必要とする情報のみ活用したい場合にお使いいただけ

ます。

図 3-4-1 仮想ＤＢ (フィルタ型 )利用例

セミナー受付やアンケートなどを実施した際、担当者別に必要とするデータベースを構築。

　　　　　　1. 本店担当者

　　　　　　　　登録された情報全てが必要。

　　　　　　　　「マスタ DB」を利用

　　　　　　2. 東京支店担当者

　　　　　　　　東京支店に登録された情報のみ必要。

　　　　　　　　抽出ルール「東京」を適用した「東京支店仮想 DB」を利用。

　　　　　　3. 大阪支店担当者

　　　　　　　　大阪支店に登録された情報のみ必要。

　　　　　　　　抽出ルール「大阪」を利用した「大阪支店仮想 DB」を利用。

 　　　　　※マルチアカウントと併用することにより、使用する DB に制限をかけることができます。

 　　　　　　これにより東京の担当者は「東京支店仮想 DB」以外は利用できないなどの制限をかけ、

 　　　　　　情報セキュリティーをより強固にすることができます。 
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3-4-2 仮想ＤＢ (フィルタ型 )発行

DB グループのメニューから「仮想 DB 管理 ( フィルタ型 )」をクリックします。参照する通常 DB を選択する画

面が表示さ れます。 

仮想 DB を発行するデータベースを選択し、仮想 DB の型を選択後、「発行する」をクリックすると

仮想 DB 新規 発行画面が表示されます。 

図 3-4-2 仮想ＤＢ ( フィルタ型 )一覧画面
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図 3-4-3 仮想ＤＢ ( フィルタ型 )発行画面

(1) 基本情報

仮想 DB 名を入力します。

必要に応じてコメントを入力します。

(2) 使用フィールド設定

仮想 DB で使用するフィールドを選択します。

「*」印のついたフィールドは、参照するデータベースで入力必 須のため削除できません。

(3) データベースの抽出ルール

データベースに適用する抽出ルールを１つ選択します。

抽出ルールを使用しない場合には選択の必要はありません。 
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3-4-3 仮想ＤＢ (フィルタ型 )操作

「仮想 DB 管理 (フィルタ型 )」をクリックすると、参照する通常ＤＢを選択する画面が表示されます。

仮想ＤＢへのレコード追加・変更・削除は、通常ＤＢへリアルタイムで反映されます。

通常ＤＢを更新した場合も同様に仮想ＤＢへリアルタイムで反映されます。 

※仮想データベースは、スパイラルの一部の機能では使用できません。

　（データ登録、DB メンテナンス、Web グループ等） 

図 3-4-4 仮想 DB 管理 (フィルタ型 )一覧画面

仮想 DB の変更、削除やデータ収集を表示させるには、「詳細」をクリックします。 

(1) 詳細

仮想 DB の変更、削除やデータの集計画面が表示されます。



66　第 3章

図 3-4-4 仮想ＤＢ一覧画面

(1) 単純集計

登録状況を集計します。表示したいフィールドの 「 集計表示 」 をチェックし、ボタンを押してください。

(2)Web 登録推移

Web からの登録状況を表示します。表示したい期間を選択して、ボタンを押して下さい。

(3) データ削除

削除したいデータの種類を選択して 「 データ削除 」 ボタンを押すと、全データを削除します。

(4)DB 削除

データベースを削除します。 
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3-5 ＤＢ連携

DB 連携では、スパイラル上の DB 内に存在する複数のデータを紐付けることができる機能です。

DB 連携を活用して、会員や顧客の基本情報を格納するマスタ DB と履歴情報を格納する DB を個別に管理しながら、

各 DB のデータ登録時に相互のデータを自動的に連携することが可能です。

詳細はスパイラルの管理画面内「DB」の DB 連携を参照してください。

3-6 仮想ＤＢ (連携型 )

仮想 DB（連携型）では、連携された DB のフィールドを組み合わせて仮想的な DB を発行することができます。

この仮想 DB（連携型）により、複数の DB に跨るデータの閲覧や登録、編集、削除が可能になります。

詳細はスパイラルの管理画面内「DB」の仮想 DB( 連携型 )を参照してください。

3-7 ＳＴＯＰＤＢ管理

図3-7-1 ＳＴＯＰデータベース発行あなたが作成したDB一覧

コメント

DBタイプ

割り当て可能レコード数

残りレコード数

割り当てレコード数

キーフィールド

DBタイトル

DB名

ここでは、STOP データベースを発行することができます。

STOP データベースは通常のデータベースとは異なり、配信したくない宛先のメールアドレスを格納するために利

用します。メールグループでリストを作成する際に指定することで、STOP データベース内のメールアドレスと一

致するレコードをリストから除外することができます。STOP データベースにメールアドレスタイプ以外のフィー

ルドを追加したい場合は、「通常 DB 管理」機能でフィールドを追加して下さい。

※この他に、受信者からの配信拒否を処理するものとして、「オプトアウト」機能があります。詳しくは「3-11 

オプトアウト設定 」を参照して下さい。

3-7-1 STOP データベースの新規作成

ＳＴＯＰＤＢ管理から [新規作成 ]をクリックすると、STOP データベース発行画面が表示されます。

(1) 基本設定

1) DB 名

STOP データベースの名称です。
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2) DB タイトル

システムで DB を識別するためのキーワードです。利用できる文字は、4文字以上 16 文字までの半角英数、

ハイフン（ - ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

3) キーフィールド

配信リストから除外するためのキーとなる任意のメールアドレスタイプのフィールドを選択します。

4) 割り当てレコード数

このデータベースに割り当てられているレコード数です。

5) 残りレコード数

割り当てレコード数のうち、まだデータが登録されていないレコード数です。

5) 割り当て可能レコード数

ユーザーに割り当てられているレコード数のうち、未使用のレコード数が表示されます。

6) DB タイプ

stop

DB グループの「STOP データベース発行」機能で作成した配信停止を目的としたデータベースです。

7) コメント

コメントを入力することができます。

DB 名、割り当てレコード数を入力し、メールアドレスタイプのフィールドを選択します。必要に応じてコメント

を入力します。

※左のマークが赤の項目は入力必須です。

設定項目を確認後、[新規作成 ]ボタンで STOP データベースを作成します。

※ STOP データベースのキーフィールド（メールアドレスタイプのフィールド）は、入力必須かつ重複不可となり

ます。

3-7-2 STOP データベースの変更・削除

「あなたが作成したDB一覧」から変更・削除したいSTOPデータベースを選択します。設定内容が表示されますので、

変更する場合は、内容を修正後、[ 変更 ] ボタンで修正を保存します。削除する場合は、選択されている DB 名を

確認後、[削除 ]ボタンで削除します。

なお、DB を削除すると、同時に関連するリスト、配信登録、登録ページ設定、データベースの抽出条件も削除さ

れます。削除する前に確認するよう心がけて下さい。

3-8 ステップアンケートＤＢ管理

ステップアンケートで作成したデータベースを閲覧できます。データベース参照の機能となりますので、詳しく

は「3-3-4 データベース参照」を参照して下さい。
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3-9 ＤＢ操作履歴

ここでは、データベースに対して行った操作の履歴を参照することができます。TSV データアップデートや各種

フラグ処理、データベースクリーニングなどの操作履歴を参照することができます。

図 3-9-1 ＤＢ操作履歴

(1) 履歴フィールド名称

DB 操作履歴欄に表示される情報です。

[1] 登録日時

データベースに対する操作が開始された日時です。

[2] 更新日時

操作が複数の工程で行われる場合、その操作に関する履歴が更新された日時です。

[3] DB 名

操作対象のデータベースの名称です。

[4] DB タイプ

操作対象のデータベースの種類です。本番配信用データベースとテスト配信用データベースがあります。

[5] 操作名称

データベースに対して行った操作の名称です。

[6] 操作対象レコード数

操作対象となったレコード数が表示されます。

[7] 現在のステージ

操作が複数の工程（ステージ）で行われる場合、現在のどのステージにいるかが表示されます。

[8] コメント

コメントが表示されます。

[9] 最終更新者

最終更新を行ったアカウント名です。

(2) DB 操作履歴

データベースに対して行った操作の履歴が表示されます。
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3-10 データ削除

ここでは、データベース内のデータを抽出ルールを利用して削除することができます。

予め「フィールドの抽出ルール設定」機能及び「データベースの抽出ルール設定」機能を利用して、データの抽出ルー

ルを設定しておくと、ルールに適合するデータだけを削除することができます（データベースの抽出ルールを利

用したデータ削除については後述します）。

データを削除したいデータベースを選択して [選択 ]ボタンをクリックすると、データ削除画面が表示されます。

図 3-10-1 データ削除画面

DB参照

登録元指定

フィールドの抽出
ルール設定

試算

データの種類 データ削除

(1) 登録元指定

1) 抽出

データベースの登録元が複数ある場合は、どの登録元からのデータを削除したいかをチェックします。

※何もチェックしない場合は、全ての登録元が対象となります。

2) 登録元

データベースの登録元が表示されます。リストの場合はそのファイル名、登録ページの場合は登録ページ名、

DB オペレーションの場合は DB 名となります。

3) グループ

登録元のグループ名です。tsv 、remote 、db_operation 、fixed があります。

4) レコード数

登録元からの登録レコード数です。

DB 選択
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(2) フィールド毎の抽出ルール設定

1) フィールド名

フィールドの名称です。

2) 入力必須

入力必須属性の有無が表示されます。

3) 抽出ルール

フィールドの抽出ルールを設定します。

(3) データの種類

削除対象のデータを選択します。

1) 本番配信用データ

本番配信用データベース（通常のデータベース）内のデータが対象となります。

2) テスト配信用データ

テスト配信用データベース（詳細は 3-3-3 参照）内のデータが対象となります。

(4) あなたが作成した抽出ルール一覧

登録済みのデータベースの抽出ルールを利用してデータの削除ができます。

ID による抽出を行う場合は、有効にする条件をチェックし、抽出条件を指定します。データベースの登録元が複

数ある場合は、削除したいデータの登録元を選択します。予めフィールドの抽出ルールを設定している場合は、

適宜選択します。

※事前にデータをダウンロードしてバックアップを取って下さい！！

データの種類を選択します。実際にデータを削除する前に、[ 試算 ] ボタンで抽出される件数を試算することが

できます。

※データの種類が「テスト配信用データ」の場合は、抽出ルールを適用せずにすべてのデータを削除します。

設定項目を確認後、[データ削除 ]ボタンでデータを削除します。

データベースの抽出ルールを利用したデータ削除：

予め「データベースの抽出ルール登録」機能を利用して、データベースの抽出ルールを設定している場合は、そ

の抽出ルールを利用してデータの削除が行えます。

「あなたが作成した抽出ルール一覧」から利用したいデータベースの抽出ルール名をクリックします。データベー

スの抽出ルールの内容が表示されます。必要に応じて適宜内容を修正します。

※ここでの修正は設定している「データベースの抽出ルール」には影響しません。

データの種類を選択します。実際にデータを削除する前に、[ 試算 ] ボタンで抽出される件数を試算することが

できます。

※データの種類が「テスト配信用データ」の場合は、抽出ルールを適用せずにすべてのデータを削除します。

設定項目を確認後、[ データ削除 ] ボタンでデータを削除します。データベースの抽出ルールに適合するデータ

のみが削除されます。
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3-11 クリックカウント設定

クリックカウントは、文面中に挿入された個人識別 ID を含む URL を受信者がクリックすることで機能します。個

人識別 ID を含む URL を生成する為には、文書中に特別なタグを挿入する必要があります。

ここでは、クリックカウント機能を利用するためのクリックカウントタグを作成します。

なお、クリックカウントで採取した情報を利用する場合、目的や利用法によっては、メールの受取人に対して許

可を得る必要があります。ご利用時には十分注意して下さい。

3-11-1 クリックカウントタグの新規作成

DB グループのメニューから「クリックカウント」をクリックすると、クリックカウント設定画面が表示されます。

(1) 基本設定

1) URL タイトル

クリックカウントタグに使用するキーワードです。利用できる文字は、16 文字までの半角英数、ハイフン（ 

- ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

※クリックカウント URL 内に出現するため、管理がし易い形式で短めに設定した方がよいでしょう。

2-1) ジャンプ先 URL

クリックカウント用 URL をクリック後にブラウザに表示したいページの URL です。

[ジャンプ先 URL のタイトルを取得してコメントに設定する ] でジャンプ先ページのタイトル（WEB ページ

表示時ウィンドーの左上に表示される文言）を自動的に取得します。 

2-2) ジャンプ先 URL のタイトルを取得してコメントに設定する

タイトルに機種依存文字がある場合、文字コードが判別できない場合はタイトルを正しくできないこともご

ざいます。

3) カウント開始日時

カウントを開始する日時です。

4) カウント終了日時

カウントを終了する日時です。

※時刻の設定にご注意下さい。例えば、2003 年 3 月 31 日までの場合、「2003 年 4 月 1 日 00 時 00 分」と設

定して下さい。

※カウント期間とは、クリックカウントフィールドを DB に追加している場合に、そのフィールドに対してカ

ウント処理を行う期間です。カウント期間外もクリックカウントログは出力されます。

5)URL 期限設定

　　　　　　クリックカウント URL に有効期限を無期限に設定するか選択します。

　　　　　※ 「無期限に設定する」にチェックされない場合は、システムのデフォルト値が有効期間として設定されます。

　　　　　

　　　　　6) コメント

コメントを入力することができます。

(2) 拡張設定

必要に応じて以下の拡張設定が行えます。

※設定は必須ではありません。

1） カウント期間前ジャンプ先 URL

「カウント開始日」前に表示したいページの URL です。

［特殊フィールド関連］
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※指定できる URL は最大 256byte （半角入力）までです。 　 

※入力がない場合は【基本設定】の【ジャンプ先ＵＲＬ】にジャンプします。 

2） カウント期間後ジャンプ先 URL

「カウント終了日」前に表示したいページの URL です。

※指定できる URL は最大 256byte （半角入力）までです。　 

※入力がない場合は【基本設定】の【ジャンプ先ＵＲＬ】にジャンプします。 

3）総クリック回数フィールド

指定したフィールドにクリック回数をまとめてカウントすることができます。

※選択されたフィールドは当該ＤＢに追加されている必要があります。

※指定できるフィールドタイプは整数タイプです。

4）最終クリック日時フィールド 

指定したフィールドに最後にクリックした日時を格納することができます。

※ 選択されたフィールドは当該ＤＢに追加されている必要があります。

(3) あなたが作成したクリックカウント設定一覧

作成したクリックカウントタグの一覧が表示されます。同時に表示されるのは 10 個までです。タグが 10 個

以上存在する場合は、下のページ番号をクリックして、ページを切り替えて下さい。URL タイトル名をクリッ

クすると、上の設定欄に内容が表示されます。

　URL タイトル、ジャンプ先 URL 、カウント開始日、カウント終了日を設定します。必要に応じてコメントを

　入力します。設定項目を確認後、[新規作成 ]ボタンでクリックカウント設定を保存します。

　※左のマークが赤の項目は入力必須です。

3-11-2 クリックカウントタグの挿入

クリックカウントタグを文面に挿入する際は、ここで作成した URL タイトルを「%url/http:cnt:URL タイトル

%」として使用します。例えば、URL タイトルが「yamada-count」の場合、文書中の挿入したい箇所に「%url/

http:cnt:yamada-count%」と入力します。

差替えタグの詳細については、第 5章の「5-3-3 差替えタグの挿入」を参照して下さい。

クリックカウントの URL を IP で表示するには：

クリックカウントの URL は通常以下のような形式に差替わります。

http://r02.smp.ne.jp/u/No/ 配信ルール ID/ 個人識別 ID を含む文字列 /URL タイトル .html

これを IP で表示する形式にすることができます。URL を IP で表示するには、差替えタグのタイプに「url/ip」

を指定して、「%url/ip:cnt:URL タイトル %」と入力します。以下のように差替わります。

http://210.188.229.242/u/No/ 配信ルール ID/ 個人識別 ID を含む文字列 /URL タイトル .html

※ URL を IP 形式で表示した場合、セキュリティの設定によってはフィッシングメール扱いされる可能性がありま

す。可能であれば、HTML 形式で設定することをおすすめします。
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3-12-3 カウント値のプロファイリング

クリックカウントタグを作成すると、「クリックカウント：URL タイトル」という名称のフィールドが新規に作成

されます。フィールドタイプは「クリックカウント」となります。レコード毎にクリックの集計値を格納するた

めには、この作成されたフィールドをデータベースに追加する必要があります。

※データベースの最大フィールド数が 150 であることにご注意下さい。

※レコード単位でのクリック情報を元にセグメント配信を行わない場合、データベースにフィールドを追加する

ことなく、「クリックレポート」機能やクリックカウントログをダウンロードして集計する等の運用をお勧めしま

す。

3-12-4 配信時の注意

配信に使用するリストが参照するデータベースにクリックカウントフィールドを追加していない場合、カウント

値を自動的にプロファイリングすることができません。

※レコード単位でのクリック情報を元にセグメント配信を行わない場合は、追加する必要はありません。

※クリックカウントフィールドをデータベースに追加しなくても「クリックレポート」機能はご利用頂けます。

3-12-5 クリックカウントログ

クリックカウントログは、「メール」グループの各配信設定画面からダウンロードすることができます。クリック

カウントフィールドをデータベースに追加していなくても、クリックカウントログは採取できます。

※メールグループの「クリックレポート」機能を利用することで、クリックカウントログから集計レポートを作成、

閲覧することができます。

クリックカウントログは頭文字が「c」の名前で保存されています。クリックカウントログのフォーマットは、左

から順に、クリック日時、URLタイトル、宛先メールアドレス、IDです。各項目はタブで区切られています。なお、デー

タベースに該当するレコードが見つからなかった場合は、宛先メールアドレスの代わりに当該レコードの ID が保

存されます。

※ログの保存期間は 42 日間です。

3-12-6 クリックカウントタグの変更

「あなたが作成した URL タイトル一覧」から変更したいクリックカウントタグを選択します。設定内容が表示され

ますので、内容を修正後、[変更 ]ボタンで修正を保存します。
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3-12-7 注意事項

クリックカウントに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) クリックカウントタグを削除したら

クリックカウントタグを削除すると、データベースに追加している当該クリックカウントフィールドにカウント

値をプロファイリングすることはできません。クリックカウントフィールドを再利用する場合は、設定を削除せ

ずに「カウントリセット」機能を用いて値をリセット後、URL タイトルを変更してお使い下さい。

(2) URL タイトルを変更したら

URL タイトルを変更すると、過去の配信で差込んだ URL のリンクが切れてしまいます。クリックカウントの再利

用時には、そのタイミングにご注意下さい。

(3) URL タイトルを変更せずに再利用したら

URL タイトルを変更せずにクリックカウントフィールドを再利用する場合、過去の配信で差込んだ URL のリンク

先にも設定が影響します。再利用するタイミングにご注意下さい。

(4) 配信登録の削除に注意！

配信したメールの中に挿入されるクリックカウント URL には、URL タイトルや個人認証 ID だけでなく配信登録の

情報も含まれています。従って、当該配信登録を削除してしまうと、配信で差込んだ URL のリンクが切れること

になります。配信登録を削除する場合はご注意下さい。

(5) 同名の URL タイトルが作成できない！

誤ってクリックカウント設定を削除してしまい、同名の URL タイトルを作成しようとすると「既に登録済みです」

といった内容のエラーが出てしまいます。これは古い設定のクリックカウントフィールドが残っているためです。

クリックカウント設定を削除しても DB に追加されていることを考慮してフィールドは自動的には削除されませ

ん。古い設定のクリックカウントフィールドを削除後、再作成して下さい。
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3-13 HTML メール開封チェック設定

HTML メール開封チェック機能は、受信者が HTML メールを閲覧する際、クライアント（ブラウザ）が HTML 中にあ

る画像をサーバにリクエストすることで機能します。ここで、画像ファイルのパスには個人識別 ID が必要となり

ます。個人識別 ID 付きの画像ファイル名を生成する為には特別なタグを文書中に挿入しておく必要があります。

ここでは、HTML メール開封チェック機能を利用するための HTML メール開封チェックタグを作成します。

この機能は受信者が能動的にアクションしていないにもかかわらず送信者に情報を与えることから、「Web バグ」

と呼ばれ、使用には注意が必要です。使用する際には予め受信者から同意をとる必要があるでしょう。

3-13-1 HTML メール開封チェック設定の新規作成

DB グループのメニューから「HTML メール開封チェック設定」をクリックすると、HTML メール開封チェック設定

画面が表示されます。

図 3-13-1 HTML メール開封チェックタグの作成

URLタイトル

カウント開始日

カウント終了日

あなたが作成したHTMLメール開封チェック一覧

総クリック回数フィールド

最終クリック日時フィールド

(1) 基本設定

1) URL タイトル

HTML メール開封チェックタグに使用するキーワードです。利用できる文字は、16 文字までの半角英数、ハイ

フン（ - ）もしくはアンダースコア（ _ ）です。

2) カウント開始日

チェックを開始する日時です。

3) カウント終了日

チェックを終了する日時です。

※時刻の設定にご注意下さい。例えば、2003 年 3 月 31 日までの場合、「2003 年 4 月 1 日 00 時 00 分」と設

定して下さい。

※カウント期間とは、HTML 開封チェックフィールドを DB に追加している場合に、そのフィールドに対して

カウント処理を行う期間です。カウント期間外もクリックカウントログは出力されます。

コメントURL 期限設定

コメント
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4)URL 期限設定

　　　　　HTML 開封チェック URL に有効期限を無期限に設定するか選択します。

　　　　　※ 「無期限に設定する」にチェックされない場合は、システムのデフォルト値が有効期間として設定されます。

5) コメント

コメントを入力することができます。

(2) 拡張設定 

1）総クリック回数フィールド

指定したフィールドにクリック回数をまとめてカウントすることができます。

※ 選択されたフィールドは当該ＤＢに追加されている必要があります。

※指定できるフィールドタイプは整数タイプです。

2）最終クリック日時フィールド 

指定したフィールドに最後にクリックした日時を格納することができます。

※ 選択されたフィールドは当該ＤＢに追加されている必要があります。

(3) あなたが作成した HTML メール開封チェック一覧

作成した HTML メール開封チェックタグの一覧が表示されます。同時に表示されるのは 10 個までです。タグ

が 10 個以上存在する場合は、下のページ番号をクリックして、ページを切り替えて下さい。URL タイトル名

をクリックすると、上の設定欄に内容が表示されます。

URL タイトル、カウント開始日、カウント終了日を設定します。必要に応じてコメントを入力します。

※左のマークが赤の項目は入力必須です。

設定項目を確認後、[新規作成 ]ボタンで HTML メール開封チェックタグを作成します。

3-13-2 HTML メール開封チェックタグの文書への挿入

作成したタグを文書に挿入する際は「文書」グループの「文書編集」機能で文書を作成する際、ここで作成した

URL タイトルを「%url/http:cnt:URL タイトル %」として使用します。例えば、URL タイトルが「yamada-sensor」

の場合、文書中の挿入したい箇所に「<IMG SRC="%url/http:cnt:yamada-sensor%" width="1" height="1">」のよ

うに入力します。

差替えタグの詳細については、第４章の「4-3-3 差替えタグの挿入」を参照して下さい。

3-13-3 カウント値のプロファイリング

HTML メール開封チェックタグを作成すると、「HTML メール開封チェック：URL タイトル」という名称のフィール

ドが新規に作成されます。HTML メールの開封チェックするためには、この作成されたフィールドをデータベース

に追加する必要があります。

※データベースの最大フィールド数が 150 であることにご注意下さい。

※レコード単位でのカウント情報を元にセグメント配信を行わない場合、データベースにフィールドを追加する

ことなく、「クリックレポート」機能やクリックカウントログをダウンロードして集計する等の運用をお勧めしま

す。
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3-13-4 配信時の注意

配信に使用するリストが参照するデータベースに HTML メール開封チェックフィールドを追加していない場合、カ

ウント値を自動的にプロファイリングすることができません。

※レコード単位でのクリック情報を元にセグメント配信を行わない場合は、追加する必要はありません。

※クリックカウントフィールドをデータベースに追加しなくても「クリックレポート」機能はご利用頂けます。

3-13-5 開封ログ

開封ログは、クリックカウントと同様に扱われ、各配信設定画面からダウンロードすることができます。HTML メー

ル開封チェックフィールドをデータベースに追加していなくても、トランザクションログは採取することができ

ます。

※メールグループの「クリックレポート」機能を利用することで、開封ログから集計レポートを閲覧することが

できます。

※ HTML メール開封チェックフィールドをデータベースに追加しなくても「クリックレポート」機能はご利用頂け

ます。

開封ログは頭文字が「w」の名前で保存されています。開封ログのフォーマットは、左から順に、開封日時、URL

タイトル、宛先メールアドレス、IDです。各項目はタブで区切られています。なお、データベースに該当するレコー

ドが見つからなかった場合は、宛先メールアドレスの代わりに当該レコードの ID が保存されます。

※ログの保存期間は 42 日間です。

3-13-6 HTML メール開封チェック設定の変更・削除

「あなたが作成した HTML メール開封チェック一覧」から変更・削除したい HTML メール開封チェックタグを選択し

ます。変更する場合は、内容を修正後、[ 変更 ] ボタンで修正を保存します。削除する場合は、選択されている

URL タイトルを確認後、[削除 ]ボタンで削除します。

3-13-7 注意事項

HTML メール開封チェック設定に関して、以下の点にご注意下さい。

(1) HTML メール開封チェックタグを削除したら

HTML メール開封チェックタグを削除すると、データベースに追加している当該 HTML メール開封チェックフィー

ルドにカウント値をプロファイリングすることはできません。HTML メール開封チェックフィールドを再利用する

場合は、設定を削除せずに「カウントリセット」機能を用いて値をリセット後、URL タイトルを変更してお使い

下さい。

(2) URL タイトルを変更したら

URL タイトルを変更すると、過去の配信で差込んだ URL に関して、リンクが切れるためにカウント値をプロファ

イリングすることはできません。HTML メール開封チェックタグの再利用時には、そのタイミングにご注意下さい。

(3) URL タイトルを変更せずに再利用したら

URL タイトルを変更せずに HTML メール開封チェックフィールドを再利用する場合、過去の配信で差込んだ情報も

カウントしてしまいます。カウント値の信頼性が失われますので、再利用する場合は URL タイトルの変更をお勧

めします。
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3-14 オプトアウト設定

オプトアウトとは、受信者によるメール購読の拒否のことです。ワンクリック・オプトアウト機能では、受信者

からワンクリックで購読拒否を受け付け、データベースに反映することができます。ワンクリック・オプトアウ

ト機能はクリックカウントと似た使い方を提供します。メール受信者は、オプトアウト用の URL をクリックする

ことで、簡単に次回以降の受信拒否を伝えることができます。通常は、クリックすると即オプトアウトと判断さ

れますが、不本意なクリックによる誤判断をなくすため、間に確認ページを挟むこともできます。

ここでは、ワンクリック・オプトアウト機能を利用するためのオプトアウトタグを作成します。

3-14-1 オプトアウト設定の新規作成

DB グループのメニューから「オプトアウト設定」をクリックすると、オプトアウト設定画面が表示されます。

図 3-14-1 オプトアウトタグの作成

(1) 基本設定

1) URL タイトル

オプトアウトタグに使用するキーワードです。利用できる文字は、16 文字までの半角英数、ハイフン（ - ）

もしくはアンダースコア（ _ ）です。

2) オプトアウト完了後ページ

オプトアウト用 URL をクリック後にブラウザに表示されるページの URL です。

「次の URL へリダイレクト」：決定した URL へジャンプします。

「サーバ内サンキューページへリダイレクト」：本システムのサーバ内に保存したサンキューページへジャン

プします。ソースは [編集 ]ボタンから自由に手を加えることができます。

URL タイトル

オプトアウト完了後ページ

オプトアウト確認

通知メール

コメント

確認ページソース

オプトアウト日時を更新

ジャンプ先 URL

あなたが作成したオプトアウト設定一覧

URL 期限設定
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3) オプトアウト確認

オプトアウトを実行する前に確認ページを表示するかどうかを設定します。

4) 通知メール

オプトアウト情報を通知するメールアドレスを設定します。複数の宛先を指定する場合は、メールアドレス

をスペースで区切って入力します。

5)URL 期限設定

　　　　　HTML 開封チェック URL に有効期限を無期限に設定するか選択します

                 ※ 「無期限に設定する」にチェックされない場合は、システムのデフォルト値が有効期間として設定されます。

6) コメント

コメントを入力します。

7) 確認ページソース

オプトアウト確認ページのソースです。ソースには以下のキーワードを必ず入れて下さい。

%form:cnf:optout_act% ：オプトアウトの action 属性に置換されます。

%form:cnf:optout_mail% ：受信者メールアドレスに置換されます。

従来までの「%form:cnf:optout%」キーワードもそのままご利用になれます。「%form:cnf:optout%」の

部分が確認内容（メールアドレスと送信ボタン）に置換されますので、本キーワードを使用する場合は、

「%form:cnf:optout_act%」、「%form:cnf:optout_mail%」との併用はできません。詳細は「3-12-5 オプトアウ

トの確認」を参照下さい。

(2) 拡張設定【お客様が既にオプトアウトしている場合】

1）オプトアウト日時を更新

既にオプトアウトしているメールの読者が再度オプトアウト URL をクリックした場合、オプトアウト日時を

更新するかしないかを選択できます。

2）ジャンプ先 URL

既にオプトアウトしているメールの読者が再度オプトアウト URL をクリックした場合、ジャンプ先 URL で指

定した URL に飛びます。

※ 指定できる URL は最大 256byte （半角入力）までです。　 

※ 入力がない場合は【基本設定】の【ジャンプ先ＵＲＬ】にジャンプします。 

(3) あなたが作成したオプトアウト一覧

作成したオプトアウトタグの一覧が表示されます。同時に表示されるのは 10 個までです。タグが 10 個以上

存在する場合は、下のページ番号をクリックして、ページを切り替えて下さい。オプトアウト名をクリック

すると、上の設定欄に内容が表示されます。

URL タイトル、ジャンプ先 URL 、オプトアウト確認の有無を設定します。必要に応じて他の項目を設定します。

オプトアウト確認を「する」に設定した場合は、確認ページソースを入力します。

※左のマークが赤の項目は入力必須です。

設定項目を確認後、[新規作成 ]ボタンでオプトアウトタグを作成します。
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3-14-2 オプトアウトタグの文書への挿入

ワンクリック・オプトアウト機能は、クリックカウントと同様に個人認証IDを埋め込んだURLによって動作します。

したがって、利用する為には、文書中にタグを挿入する必要があります。タグは文面を作成する際、ここで作成

したURLタイトルを「%url/http:out:URLタイトル%」として使用します。例えば、URLタイトルが「yamada-magazine」

の場合、文書中の挿入したい箇所に「%url/http:out:yamada-magazine%」と入力します。

差替えタグの詳細については、第 5章の「5-3-3 差替えタグの挿入」を参照して下さい。

オプトアウトの URL を IP で表示するには：

オプトアウトの URL は通常以下のような形式に差替わります。

http://r02.smp.ne.jp/o/Pg/ 配信ルール ID/ 個人識別 ID を含む文字列 /out?URL タイトル =ID 文字列

これを IP で表示する形式にすることができます。URL を IP で表示するには、差替えタグのタイプに「url/ip」

を指定して、「%url/ip:out:URL タイトル %」と入力します。以下のように差替わります。

http://210.188.229.242/o/Pg/ 配信ルール ID/ 個人識別 ID を含む文字列 /out?URL タイトル =ID 文字列

※ URL を IP 形式で表示した場合、セキュリティの設定によってはフィッシングメール扱いされる可能性がありま

す。可能であれば、HTML 形式で設定することをおすすめします。

3-14-3 オプトアウトのプロファイリング

オプトアウトタグを作成すると、「オプトアウト：URL タイトル」という名称のフィールドが新規に作成されます。

フィールドタイプは「オプトアウト」となります。実際にオプトアウト日時を捕捉するためには、この作成され

たフィールドをデータベースに追加する必要があります。

3-14-4 配信時の注意

配信に使用するリストが参照するデータベースにオプトアウトフィールドを追加していない場合、オプトアウト

日時をデータベースにプロファイリングすることができません。ワンクリック・オプトアウト機能は、プロファ

イリングされたオプトアウト情報を元に、次回以降、配信対象リストから除外することで初めて意味があります。

したがって、配信したいリストが参照するデータベースには、必ずオプトアウトフィールドを追加するようにし

て下さい。

3-14-5 オプトアウトの確認

オプトアウト確認を利用すると、受信者がメール文面中のオプトアウト用 URL をクリックした後に、確認ページ

を表示することができます。受信者は、確認ページの「送信」ボタンをクリックして初めてオプトアウトの意志

を伝えたことになります。確認ページを利用するには、オプトアウト確認のラジオボタンを「する」にセットし、

確認ページ用 HTML のソースコードを入力します。

入力の際には、以下の点に注意して下さい。

1) ソースには以下のキーワードを必ず入れて下さい。

%form:cnf:optout_act% ：オプトアウトの action 属性に置換されます。

%form:cnf:optout_mail% ：受信者メールアドレスに置換されます。
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従来までの「%form:cnf:optout%」キーワードを利用する場合：

従来までの「%form:cnf:optout%」キーワードもそのままご利用になれます。「%form:cnf:optout%」の

部分が確認内容（メールアドレスと送信ボタン）に置換されますので、本キーワードを使用する場合は、

「%form:cnf:optout_act%」、「%form:cnf:optout_mail%」との併用はできません。

1) ソースには %form:cnf:optout% というキーワードを必ず入れて下さい。

2) 確認ページに <FORM> タグ、submit ボタンは必要ありません。自動的に挿入されます。

確認ページを設定する前に、[プレビュー ]ボタンで確認ページの表示をチェックすることができます。

図 3-12-2 オプトアウト確認ページの例

3-14-6 オプトアウトログ

オプトアウトログは、「メール」グループの各配信設定画面からダウンロードすることができます。

オプトアウトログは頭文字が「o」の名前で保存されています。オプトアウトログのフォーマットは、左から順に、

クリック日時、URL タイトル、宛先メールアドレス、ID です。各項目はタブで区切られています。なお、データベー

スに該当するレコードが見つからなかった場合は、宛先メールアドレスの代わりに当該レコードの ID が保存され

ます。

※ログの保存期間は 42 日間です。

3-14-7 オプトアウト設定の変更

「あなたが作成したオプトアウト一覧」から変更したいオプトアウトタグを選択します。設定内容が表示されます

ので、内容を修正後、[変更 ]ボタンで修正を保存します。
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3-14-8 注意事項

オプトアウトに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) オプトアウトタグを削除したら

オプトアウトタグを削除すると、データベースに追加している当該オプトアウトフィールドにオプトアウト日時

をプロファイリングすることはできません。

(2) URL タイトルを変更したら

URL タイトルを変更すると、過去の配信で差込んだ URL のリンクが切れてしまいます。

(3) 配信登録の削除に注意！

配信したメールの中に挿入されるオプトアウト URL には、URL タイトルや個人認証 ID だけでなく配信登録の情報

も含まれています。従って、当該配信登録を削除してしまうと、配信で差込んだ URL のリンクが切れてしまい、

オプトアウトが機能しません。配信登録を削除する場合はご注意下さい。

(4) データの削除に注意！

オプトアウト機能は、配信したメールの中に挿入されたオプトアウト URL を受信者がクリックすることで機能し

ます。従って、クリックした際にデータベースに配信時に存在したデータが登録されていなければ、当該オプト

アウトフィールドにフラグを立てることができません。データを削除する場合はご注意下さい。
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3-15 データ登録

本システムでのデータは全て TSV 形式（ タブ区切りのテキスト ）にて取り扱われます。マイクロソフト社の 

表計算ソフトで本システムで扱うデータファイルを作成したときは、ファイル種類を「テキスト（タブ区切り）

（*.txt）」にして保存して下さい。

また、表計算ソフト で TSV ファイルを開く際には、ファイルをダブルクリックして開くのではなく（ ファイル

をドラッグして開くのも不可 ）、必ずファイルメニューの「 開く ... 」から当該ファイルを選択し、テキストファ

イルウィザードにてデータ形式を「 文字列 」として下さい。

※データ形式を文字列とせずにファイルを開くと、数字列を数値に自動変換する場合があります。例えば、電話

番号の頭の「０（ゼロ）」が落ち、「 0357283591 」というデータが「 357283591 」に変換されることがあります。

3-15-1 登録手続き

ここでは、データ登録ではＤＢに、データの新規登録や更新が一括で行えます。

図 3-15-1 登録タイプ選択

【登録（ヘッダー無データの登録）】

（1） 対象ＤＢ

一括でデータ登録を行なう対象ＤＢを選択します。

（2）登録の種類

一括でデータ登録を行う際に「新規登録」または「更新」を選択します。

（3）アップロードへ進む

データをアップロードします。

アップロードの種類は「通常アップロード」「高速アップロード」「貼付アップロード」の 3種類です。

【定型登録（ヘッダー有データの登録）】

（1）ＤＢ

データ登録を行うＤＢを選択します。

（2）タイプ

ヘッダーのタイプは「新規登録用」「更新用」「配信エラー用」の 3種類がございます。

［データ入出力関連］
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3-15-2 登録（ヘッダー無データの登録）の手順

（1） 対象ＤＢからデータ登録を行なうＤＢを選択して登録の種類を「新規登録」または「更新」を選択します。

（2）「アップロードへ進む」をクリックします。

　　一括登録をするファイルをアップロードすることが可能です。

　　3種類の中からアップロード方法を選択し、データをアップロードしてください。

・通常アップロード

５MB 未満のファイルをアップロードする場合に選択します。ファイル名を指定して、ファイルをアップロー

ドします。 アップロードファイルの拡張子は tsv 、txt になります。 

STEP1　アップロード

・高速アップロード

５MB 以上のファイルをアップロードする場合に選択します。

※セキュリティ上 java アプレットの使用が許可されていないなどの場合は、通常アップロード、貼付アップ

ロードをご選択ください。 アップロードファイルの拡張子は tsv 、txt になります。 

図 3-15-2 アップロード方法選択

図 3-15-3 通常アップロードウィンドウ
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データ転送に使用するポートについて：

本システムは、データ転送に当社独自プロトコルを採用し、高速かつ安全なデータ転送を実現しています。本機

能は当初、セキュリティ等を考慮して WellKnown なポートを使用せず、9101 番を使用する仕様としていました。

しかしながら、お客様のファイアウォールの設定状況によっては、通信が行えない場合があり、そういった状況

に柔軟に対応するためにポート選択機能を追加しています。

選択できるポートは 9101 、443 、22 、21 の４種類とです。選択したポートで接続を試み、応答がない場合は残り

の３つのポートでの接続を順に試みます。あくまで、接続ポートの優先順位を変更する機能です。通常は、9101

番をお使い下さい。

アップロードウィンドウの表示が「送信完了」と表示されればアップロードは完了です。「アップロード済みファ

イル一覧」にファイルが表示されます。アップロードはファイルを圧縮して転送しますので、アップロードされ

たファイル名には .gz が付加されます。

※この時点では、まだファイルの内容はデータベースに格納されていません。

データ転送に使用するポート

送信

ファイルを選択

図 3-15-4 高速アップロードウィンドウ

・貼り付けアップロード

お手元の表計算ソフトのデータをコピー＆ペーストでアップロードする場合に選択します。

データ内容を確認しながらアップロードしたい場合に便利です。

※ 150 列、5,000 行のデータを貼り付けられます。 

図 3-15-5 張付アップロードウィンドウ
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(1) ファイル情報

1) 登録データ

ファイルの名称です。

2) フィールド数

ファイル内に含まれるフィールド数です。

3) 登録予定件数

インポートするレコードの予定数です。

4) ファイルサイズ

ファイルのサイズ（バイト）です。

5) アップロード日付

ファイルをアップロードした日時です。

(2) ファイル参照

データ登録するファイルの上から 5行、下から 5行の 10 レコードが表示されます。

(3) 登録情報

1) 対象 DB

データベースの名称です。

2) 登録タイプ

「新規登録」または「更新」が表示されます。

3) 登録可能数

データ登録可能な件数が表示されます。

STEP2　アップロードファイル情報

アップロード後、「続けて登録に進むをクリックします。アップロードファイル情報が表示されます。

図 3-15-6 アップロードファイル情報



88　第 3章

(4) データの種類

データの種類は以下の２種類から選択します。

1) 本番ＤＢデータ

本番配信用データベース（通常のデータベース）内のデータが対象となります。

2) テストＤＢデータ

テスト配信用データベース（詳細は 3-3-3 参照）内のデータが対象となります。

[続けて登録に進む ]ボタンをクリックすると、画面が切り替わり、フィールド指定に進みます。

STEP3　フィールド指定

フィールド指定では、アップロードしたデータの列をＤＢのどのフィールドに格納するかを指定します。

(1) ＤＢのフィールド

ＤＢ名とＤＢタイプが表示されます。

(2) アップロードしたファイルのフィールド 

「アップロードしたファイルのフィールド」（下段）の選択されているフィールドを確認します。

結びつけるフィールドを「ＤＢのフィールド」（上段）から探し、対象列にある「適用」ボタンを押します。

フィールド指定を取り消す場合は、「アップロードしたファイルのフィールド」（下段）にある「外す」ボタンを

押してください。

図 3-15-7 フィールド指定
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(3) レコード指定

登録するレコードを指定します。アップロードしたデータの 1 行目が項目名などの場合、2 行目以降を指定する

ことで項目名以外のデータを登録できます。

フィールド指定し、登録範囲を確認したら「ファイル検査へ進む」のボタンをクリックします。

STEP4　ファイル検査結果

ファイル検査では、アップロードしたファイルの内容を検査し、フォーマットに違反するレコードとファイル内

で重複しているレコードを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

(1) 新規登録する対象の DB 情報

1) ＤＢ名

データベースの名称です。

2) ＤＢ割り当てレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数が表示されます。

3) DB 残りレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数中で残りのレコード数が表示されます。

4) 登録可能数

データ登録可能件数が表示されます。

(2) ファイル情報

1) 登録データ

ファイルの名称です。

2) レコード数

ファイル内に含まれるフィールド数です。

図 3-15-8 ファイル検査結果
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(3) ファイル検査結果

1) フォーマットエラー

ＤＢのフィールドタイプによって決められたフォーマットに合致しないレコードがある場合、違反にカウン

トします。

2) 重複エラー

ＤＢのフィールド属性を重複不可に設定しているフィールドについて、登録データに重複があった場合、違

反にカウントします。

3) 重複する主キーの処理

以下の条件の全てを満たす時、「重複する主キーの処理」を設定できます。

・登録対象のＤＢは主キーを設定している。

・登録の種類が新規登録である。

・登録対象のフィールドに主キー以外の重複不可フィールドを含まない。

・登録データの主キーフィールドに重複するデータを含む。

3-1) [ 重複するレコードは登録しない ]

　重複するレコードは登録せずに、ＤＢ検査に進む場合に選択します。

3-2) [ 重複するレコードのうち、2度目以降に出現するレコードを除外 ]

　重複するレコードのうち、1レコードを登録する場合に選択します。

　登録するのは、1度目に出現したレコードです。

3-3) [ 重複するレコードのうち、最後に出現するレコード以外を除外 ]

　重複するレコードのうち、1レコードを登録する場合に選択します。

　登録するのは、最後に出現したレコードです。

4) 処理結果

「フォーマットエラー」「重複エラー」結果からデータ登録可能な件数が表示されます。

5) DB 検査対象

ファイル検査を通過したデータのレコードとＤＢに既に登録されているレコードとを検査し、重複するレコー

ドを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

ファイル検査結果に問題がなければ、「ＤＢ検査へ進む」をクリックしてＤＢ検査へ進みます。
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STEP5　DB 検査結果

ＤＢ検査では、ファイル検査を通過したデータのレコードとＤＢに既に登録されているレコードとを検査し、重

複するレコードを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

(1) 新規登録する対象の DB 情報

1) ＤＢ名

データベースの名称です。

2) ＤＢ割り当てレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数が表示されます。

3) DB 残りレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数中で残りのレコード数が表示されます。

4) 登録可能数

データ登録可能件数が表示されます。

(2) 登録済みレコード検査結果

1) レコード数

ファイル内に含まれるレコード数です。

2) 検査対象レコード数

ＤＢ検査を行った結果、対象となるレコード数です。

3) 登録済みレコード数

新規登録しようとしたデータが既にデータベースに格納されてあるレコード数です。

(3) 当該 DB に対する処理

新規登録対象のレコード件数が表示されます。

図 3-15-9 DB 検査結果
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(2) 登録元選択

インポートするファイルの登録元を選択できます。

「新規の登録元で」を選択した場合は、新規の登録元（tsv）として追加されます。

既存の登録元（tsv 、remote 、db_operation）を選択した場合は、その登録元からの登録として追加されます（つ

まり登録元は増えません）。

ＤＢ検査結果に問題がなければ、「新規登録」をクリックしてＤＢ検査へ進みます。

STEP6　新規登録完了

以上の手順で登録が完了です。

「操作を終了して登録手続き一覧に戻る」をクリックして操作を終了してください。

図 3-15-10 登録手続き完了画面
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3-15-3 定型登録（ヘッダー有データの登録）の手順

適切なヘッダーをダウンロードし、ヘッダーをデータに貼り付けます。

ヘッダーの種類は「新規登録用」「更新用」「配信エラー用」の 3種類あります。

データの準備ができたらアップロードへ進みます。

STEP1　ヘッダーダウンロード

ヘッダーをダウンロードしたいデータベース、ダウンロードするヘッダーのタイプを選択します。

(1) 新規登録用

「データ登録」機能を利用して、ファイルから DB にデータを新規登録する場合に使用します。

[新規登録用]ボタンをクリックするとファイル名および保存場所を指定してお手元のコンピューターにファ

イルを保存します。

ダウンロードしたヘッダーファイルは以下のようになります。

フィールド識別ID

DB識別ID

・一番左の数字は DB を識別する ID です。

・各フィールドの先頭にある数字（一番左のフィールドは DB の ID の右側）はフィールドを識別する ID です。

・各フィールド間はタブ区切りとなっています。

ヘッダーをダウンロードした後に、新規登録したいデータをヘッダー情報に合わせて加工します。

図 3-15-12 ヘッダーファイルの例（インポート用ヘッダー）

図 3-15-11 登録タイプ選択
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(2) 更新用

[ 更新用 ]ボタンをクリックすると更新用ヘッダー設定ウィンドウが開きます。

更新の際にキーとして使用するフィールドを選択します。ID（システムがデータベースの各レコードに対して自

動的に振る番号）およびデータベースを構成するフィールドが選択できます。

キーフィールドを指定する際には以下の点に注意して下さい。

1) フィールドの属性が「重複不可」、「入力必須」である必要はありませんが、フィールド値に NULL（値が入っ

ていない状態）および重複があってはなりません。

2) パスワードタイプのフィールドは指定できません。

3）ここで選択されたフィールドをキーとしてデータベースとのマッチングを行い、「更新対象フィールド」 

として選択されたフィールドの値を更新します。

4）「キーフィールド」は更新対象として選択することはできません。

5）「ＤＢメンテナンス」メニューでフィールドに対してインデックスを作成する（ 3-2 ＤＢメンテナンスを

参照下さい）とキーフィールドとして選択することができます。

次に、データを更新するフィールドをチェックします。チェックしていないフィールドはヘッダーには含まれま

せん。

※パスワードフィールドをアップデートすることはできません。

[ ダウンロード ] ボタンをクリックするとウィンドウが開きますので、ファイル名および保存場所を指定してお

手元のコンピューターにファイルを保存します。

図 3-15-13　更新用ヘッダー設定
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フィールド識別ID

DB識別ID キーフィールド

ダウンロードしたヘッダーファイルは以下のようになります。

図 3-15-14　ヘッダーファイルの例（更新用ヘッダー）

・一番左の数字は DB を識別する ID です。

・各フィールドの先頭にある数字（一番左のフィールドは DB の ID の右側）はフィールドを識別する ID です。

・各フィールド間はタブ区切りとなっています。

ヘッダーをダウンロードした後に、更新したいデータファイルをヘッダー情報に合わせて加工します。

(3) 配信エラー処理用ヘッダー

[ 配信エラー用 ] ボタンをクリックするとウィンドウが開きますので、ファイル名および保存場所を指定してお

手元のコンピューターにファイルを保存します。

ダウンロードしたヘッダーファイルは以下のようになります。

メールアドレス エラーコード

図 3-15-15　ヘッダーファイルの例（配信エラー処理用ヘッダー）

・メールアドレスとエラーコードの２つのフィールドを持ちます。

・各フィールド間はタブ区切りとなっています。

まず、ヘッダーをダウンロードします。次に、ヘッダー情報に合わせてメールアドレスと配信エラーコードのリ

ストを作成します。エラーコードが不明の場合は特に入力しなくても構いません。

ヘッダー加工時の注意点：

ヘッダーを加工する際には、以下の点に注意して下さい。

1) ヘッダーは編集しないで下さい。

2) 一番左のフィールドを右に移動してはいけません。

3) 入力必須のフィールドには、全てのレコードに値が入っていなければなりません。

4) 重複不可のフィールドには、値が重複するレコードが存在してはなりません。アップデート (更新 )がで

きなくなります。
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STEP2　アップロード

ヘッダーをダウンロードし、データの準備が完了したら「アップロードへ進む」をクリックします。

3種類の中からアップロード方法を選択し、データをアップロードしてください。

図 3-15-16　アップロード方法選択

・通常アップロード

５MB 未満のファイルをアップロードする場合に選択します。ファイル名を指定して、ファイルをアップロー

ドします。 アップロードファイルの拡張子は tsv 、txt になります。 

・高速アップロード

５MB 以上のファイルをアップロードする場合に選択します。

※セキュリティ上 java アプレットの使用が許可されていないなどの場合は、通常アップロード、貼付アップ

ロードをご選択ください。 アップロードファイルの拡張子は tsv 、txt になります。 

データ転送に使用するポート

送信

ファイルを選択

図 3-15-17 通常アップロード

図 3-15-18 高速アップロード
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データ転送に使用するポートについて：

本システムは、データ転送に当社独自プロトコルを採用し、高速かつ安全なデータ転送を実現しています。本機

能は当初、セキュリティ等を考慮して WellKnown なポートを使用せず、9101 番を使用する仕様としていました。

しかしながら、お客様のファイアウォールの設定状況によっては、通信が行えない場合があり、そういった状況

に柔軟に対応するためにポート選択機能を追加しています。

選択できるポートは 9101 、443 、22 、21 の４種類とです。選択したポートで接続を試み、応答がない場合は残り

の３つのポートでの接続を順に試みます。あくまで、接続ポートの優先順位を変更する機能です。通常は、9101

番をお使い下さい。

アップロードウィンドウの表示が「送信完了」と表示されればアップロードは完了です。「アップロード済みファ

イル一覧」にファイルが表示されます。アップロードはファイルを圧縮して転送しますので、アップロードされ

たファイル名には .gz が付加されます。

※この時点では、まだファイルの内容はデータベースに格納されていません。

・貼り付けアップロード

お手元の表計算ソフトのデータをコピー＆ペーストでアップロードする場合に選択します。

データ内容を確認しながらアップロードしたい場合に便利です。

※ 150 列、5,000 行のデータを貼り付けられます。 

図 3-15-19 貼付けアップロード
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STEP3　アップロードファイル情報

アップロード後、「続けて登録に進むをクリックします。アップロードファイル情報が表示されます。

(1) ファイル情報

1) 登録データ

ファイルの名称です。

2) フィールド数

ファイル内に含まれるフィールド数です。

3) 登録予定件数

インポートするレコードの予定数です。

4) ファイルサイズ

ファイルのサイズ（バイト）です。

5) アップロード日付

ファイルをアップロードした日時です。

(2) ファイル参照

データ登録するファイルの上から 5行、下から 5行の 10 レコードが表示されます。

(3) 登録情報

1) 対象 DB

データベースの名称です。

2) 登録タイプ

「新規登録」または「更新」が表示されます。

図 3-15-20 アップロードファイル情報
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3) 登録可能数

データ登録可能な件数が表示されます。

(4) データの種類

データの種類は以下の２種類から選択します。

1) 本番ＤＢデータ

本番配信用データベース（通常のデータベース）内のデータが対象となります。

2) テストＤＢデータ

テスト配信用データベース（詳細は 3-3-3 参照）内のデータが対象となります。

[続けて登録に進む ]ボタンをクリックすると、画面が切り替わり、フィールド指定に進みます。

STEP3　ファイル検査結果

ファイル検査では、アップロードしたファイルの内容を検査し、フォーマットに違反するレコードとファイル内

で重複しているレコードを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

(1) 新規登録する対象の DB 情報

1) ＤＢ名

データベースの名称です。

2) ＤＢ割り当てレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数が表示されます。

3) DB 残りレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数中で残りのレコード数が表示されます。

4) 登録可能数

データ登録可能件数が表示されます。

図 3-15-21 ファイル検査結果
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(2) ファイル情報

1) 登録データ

ファイルの名称です。

2) レコード数

ファイル内に含まれるフィールド数です。

(3) ファイル検査結果

1) フォーマットエラー

ＤＢのフィールドタイプによって決められたフォーマットに合致しないレコードがある場合、違反にカウン

トします。

2) 重複エラー

ＤＢのフィールド属性を重複不可に設定しているフィールドについて、登録データに重複があった場合、違

反にカウントします。

3) 重複する主キーの処理

以下の条件の全てを満たす時、「重複する主キーの処理」を設定できます。

・登録対象のＤＢは主キーを設定している。

・登録の種類が新規登録である。

・登録対象のフィールドに主キー以外の重複不可フィールドを含まない。

・登録データの主キーフィールドに重複するデータを含む。

3-1) [ 重複するレコードは登録しない ]

　重複するレコードは登録せずに、ＤＢ検査に進む場合に選択します。

3-2) [ 重複するレコードのうち、2度目以降に出現するレコードを除外 ]

　重複するレコードのうち、1レコードを登録する場合に選択します。

　登録するのは、1度目に出現したレコードです。

3-3) [ 重複するレコードのうち、最後に出現するレコード以外を除外 ]

　重複するレコードのうち、1レコードを登録する場合に選択します。

　登録するのは、最後に出現したレコードです。

4) 処理結果

「フォーマットエラー」「重複エラー」結果からデータ登録可能な件数が表示されます。

5) DB 検査対象

ファイル検査を通過したデータのレコードとＤＢに既に登録されているレコードとを検査し、重複するレコー

ドを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

ファイル検査結果に問題がなければ、「ＤＢ検査へ進む」をクリックしてＤＢ検査へ進みます。
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STEP4　DB 検査結果

ＤＢ検査では、ファイル検査を通過したデータのレコードとＤＢに既に登録されているレコードとを検査し、重

複するレコードを確認し、登録可能なレコードを抽出します。

(1) 新規登録する対象の DB 情報

1) ＤＢ名

データベースの名称です。

2) ＤＢ割り当てレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数が表示されます。

3) DB 残りレコード数

ＤＢに割り当てられているレコード数中で残りのレコード数が表示されます。

4) 登録可能数

データ登録可能件数が表示されます。

(2) 登録済みレコード検査結果

1) レコード数

ファイル内に含まれるレコード数です。

2) 検査対象レコード数

ＤＢ検査を行った結果、対象となるレコード数です。

3) 登録済みレコード数

新規登録しようとしたデータが既にデータベースに格納されてあるレコード数です。

(3) 当該 DB に対する処理

新規登録対象のレコード件数が表示されます。

図 3-15-22 DB 検査結果
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(2) 登録元選択

インポートするファイルの登録元を選択できます。

「新規の登録元で」を選択した場合は、新規の登録元（tsv）として追加されます。

既存の登録元（tsv 、remote 、db_operation）を選択した場合は、その登録元からの登録として追加されます（つ

まり登録元は増えません）。

ＤＢ検査結果に問題がなければ、「新規登録する」をクリックしてＤＢ検査へ進みます。

STEP6　新規登録完了

以上の手順で登録が完了です。

「操作を終了して登録手続き一覧に戻る」をクリックして操作を終了してください。

※ 更新用ヘッダーを使用して、データの上書きをした際に更新対象外のデータを新規登録することが可能です。

　更新対象外のデータを新規登録する場合、「引き続き対象外のデータを新規登録する」のボタンをクリックし

　てください。クリック後、アップロードファイル情報が表示されます。

（詳細は STEP3 アップロードファイル情報をご参考ください）

図 3-15-23 登録手続き完了画面

図 3-15-24 更新対象外のデータを新規登録
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3-15-4 登録手続き履歴

登録手続き一覧では、過去 1年分の登録手続きの確認ができます。

(1) フィルタ

　対象ＤＢと検索期間と状態を指定し「検索」ボタンを押すと「登録手続き履歴」を検索できます。

　また「履歴ダウンロード」ボタンを押すと、指定した条件の履歴をダウンロードできます。

1) 対象ＤＢ

ＤＢが選択できます。

2) 検索期間

検索期間を選択できます。

3) 状態

「完了」「手続きキャンセル」「期限切れキャンセル」の 3種類あり、いずれかにチェックします。

(2) 検索結果一覧

データ登録するファイルの上から 5行、下から 5行の 10 レコードが表示されます。

(3) 履歴ダウンロード

検索結果一覧に表示された履歴をダウンロードします。

図 3-15-25 登録手続き履歴
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3-16 データ出力

3-16-1 ダウンロード

ここでは、データベースに登録されているデータをテキスト形式（タブ区切りのファイル）または TSV 形式（タ

ブ区切りのファイル）としてダウンロードすることができます。

ＤＢ一覧からダウンロードしたいデータベースの「データ出力」をクリックします。

図 3-16-1 DB 一覧

図 3-16-2 ダウンロード指定
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(1) 対象フィールドと出力形式

「対象フィールドの設定」で、ダウンロードの対象フィールドとフィールド毎の抽出形式（ラベル出力・改行除外）

が選択できます。また、ダウンロードするフィールドの並び順を変更することが可能です。

1) Ｎｏ．

各フィールドのＮｏを表示しています。

2) 出力

チェックボックスにチェックが入っているものだけデータをダウンロードします。

最初はデフォルトで「出力」にチェックが入っている状態です。

3) ラベル

登録元ＩＤ、セレクト、マルチセレクト、ブーリアン等のフィールドにて、ＩＤやラベルＩＤではなく、登

録元名称やラベル名称で出力します。

4) 改行除外

テキストエリア型フィールドにて、入力された改行文字を除外して出力します。

5) フィールド名

データベースを構成しているフィールドの名称です。

6) フィールドタイプ

データベースを構成しているフィールドタイプの名称です

7) 「主キー」「入力必須」「重複不可」

各フィールドに対して「入力必須」、「重複不可」、「主キー」の属性設定が表示されています。

8) 並び順リセット

変更したフィールドの並び順を初期状態に戻します。

(2) 対象データ

対象ＤＢ、ＤＢの抽出ルールを設定します。

1) 対象ＤＢ

・本番ＤＢ

フォーム、ＤＢオペレーション、データ登録からデータを登録できるＤＢです。

通常、データ出力を行なう場合は「本番ＤＢ」を選択します。

・テストＤＢ

管理画面上から閲覧できないテスト配信専用のＤＢです。

ＤＢを作成すると自動的に 20 レコードのＤＢが作成されます。

データの登録はデータ登録からのみ行なえます。

2) ＤＢの抽出ルール

登録済みのデータベースの抽出ルールを利用してデータのダウンロードができます。

詳細は 3-20 をご参照ください。

3) 試算

ＤＢの抽出ルールを設定した場合、抽出される件数を試算することができます。
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(3) オプション

1) データの順番

データの順番、ヘッダーの挿入設定ができます。

ダウンロードするデータの順番は、「データの順番」で、順番のキーとなるフィールドの選択と、

［昇順（A→ Z）］［降順（Z→ A）］の選択で設定します。

2) ヘッダー

ダウンロードするデータの一行目にフィールド名をヘッダーとして入れる場合に、「先頭行にフィールド名を

挿入」にチェックを入れ、設定します。

(4) テンプレートを保存

設定したダウンロードの設定をテンプレートとして保存することができます。「新規」または「上書き」ボタンを

押して保存します。保存したダウンロード設定は、テンプレートのタブ内にある「テンプレート一覧」で確認で

きます。

(5) ダウンロード

設定を終えたらダウンロードボタンを押してデータをダウンロードします。

3-16-2 テンプレート

テンプレートはダウンロード設定の設定内容を保存する機能です。これらを利用することで、次回以降簡単にダ

ウンロード設定の設定内容を呼び出し、データをダウンロードできます。

・テンプレートは最大 100 件まで保存できます。

・テンプレート名を変更する場合、各テンプレート名をクリックし、名称を変更した後に欄外をクリックします。

・ダウンロードする場合、ダウンロードボタンを押すとテンプレートに保存したダウンロード設定で指定した

　形式でデータをダウンロードできます。

・テンプレート内容の確認や変更をする場合は、「設定」ボタンをクリックし、「上書き」または「新規登録」を

　クリックしてください。

図 3-16-3 テンプレート一覧
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3-16-3 ダウンロード履歴

ダウンロード履歴では過去 1年分のダウンロード履歴が確認できます。

(1) フィルタ

・対象ＤＢと検索期間を指定し「検索」ボタンを押すと、ダウンロード履歴を検索できます。

・対象ＤＢと検索期間を指定し「履歴ダウンロード」ボタンを押すと、指定したＤＢと検索期間の履歴を

　ダウンロードできます。

(2) 検索結果一覧

検索期間から指定したダウンロード履歴が一覧表示されます。

(3) 履歴ダウンロード

検索結果一覧に表示された履歴をダウンロードすることができます。

図 3-16-4 ダウンロード履歴


