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 1 はじめに

 

1 はじめに 

1.1 目的 
本ドキュメントは、「誰がいつ何を行ったか」というログを記録するまたはそれを調べる手段となる操作ログの仕様

および各種設定について説明することを目的とします。 具体的には以下について説明をします。 

1. 操作ログ仕様 

2. 操作ログ出力設定 

3. View Creator による操作ログ閲覧 

1.2 操作ログ概要 
操作ログとは、データベースに出力された画面遷移ログおよびデータベースログを結合することによって得られる

ログデータのことを表します。操作ログは、ログイングループ単位で管理し、グループデータソースまたはシステム

データソースに出力します。 

 
以下に操作ログの ER 図と View Creator による操作ログ閲覧のイメージを示します。 

 

 

 

図 1-1 操作ログ ER 図 
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図 1-2 操作ログ閲覧イメージ 1 ユーザＩＤから検索 

 

図 1-3 操作ログ閲覧イメージ 2 選択したユーザの操作ログ  

1.3 注意事項 
運用時に操作ログを出力する場合、はじめに操作ログを取得する対象を限定することを推奨いたします。操作ロ

グをすべて出力した場合、ログデータが多量に出力されてしまうという性質上システムのパフォーマンスに影響を

与えてしまいます。そこで、出力したい画面遷移のURLやSQL文を限定またはフィルタリングすることで、ログの出

力データ量を少なくすることができます。運用時にはこれらの出力設定をより限定的に設定することを推奨します。 

※出力設定に関する詳細は、「3 章 操作ログ出力設定」をご覧ください。 
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2 操作ログ仕様 
操作ログとは、データベースに出力された画面遷移ログおよびデータベースログを遷移ログ ID で結合することに

よって得られるログデータのことを表し、いつ誰がどの画面からどのデータを更新したかを表すログのことです。操

作ログは、以下の 4 つのエンティティから構成されます。 

 画面遷移ログ 

 データベースログ(SQL 文) 

 データベースログ(Prepared Statement パラメータ) 

 画面タイトルビュー ※画面遷移ログから構成されるビュー 

以下、操作ログを構成する各ログについて説明します。 

 

 

 

図 2-1 操作ログの構成（論理 ER 図） 

 

b_m_log_transition

transition_id(*)
sequence_num(*)
transition_type
session_id
login_type
user_cd
report_datetime
report_date
report_time
previous_page_url
next_page_url
next_page_content_type
next_page_title
remote_addr
response_time

b_m_log_database_param

sql_id(*)
param_num(*)
sequence_num(*)
param_value

b_m_log_database_sql

sql_id(*)
sequence_num(*)
resource_ref_name
connection_id
transaction_id
transition_id
report_datetime
report_date
report_time
sql_type
sql_statement
processing_time

b_m_log_page_title_view
(view)

page_url(*)
page_title(*)

 

図 2-2 操作ログの構成（物理 ER 図） 
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2.1 画面遷移ログ 
画面遷移ログは、ユーザの画面遷移状況に関するログです。 

表 2-1 画面遷移ログのエンティティ 

項目 カラム名 PK 備考 

遷移ログ ID transition_id ○  

遷移ログ連番 sequence_num ○ 複数レコードからなる場合の連番(0,1,2,...) 

遷移タイプ transition_type － 固定値:'REQUEST', 'FORWARD', 'INCLUDE' 

セッション ID session_id －   

ログインタイプ login_type － 固定値: グループ管理者'group', 一般ユーザ'user'

ユーザ ID user_cd －  

ログ時刻 report_datetime － フォーマット(固定): 'yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS' 

ログ時刻(日付) report_date － フォーマット(固定): 'yyyy/MM/dd' 

ログ時刻(時間) report_time － フォーマット(固定): 'HH:mm:ss.SSS' 

遷移元画面 URL previous_page_url －   

遷移先画面 URL next_page_url －   

遷移先コンテンツタイプ next_page_content_type －   

遷移先画面タイトル next_page_title －   

クライアント IP アドレス remote_addr －   

遷移処理時間 response_time －   

 
 画面遷移ログを出力するには、フィルタ TransitionLogFilter および各 ApplicationRuntime 上の設定ファイル

conf/imart.xml の要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output 属性 enable を true に設

定してください。 

 遷移ログ ID はリクエストごとに発行され、以下の場合に同じ遷移ログ ID のログが順番に出力される。その順

番は遷移ログ連番で表されます。 

 リクエスト内部での(FORWARD)フォワード処理およびインクルード(INCLUDE)処理が発生した場合

に、たとえば REQUEST → FORWARD (or INCLUDE) → FORWARD (or INCLUDE) の順でロ

グが出力されます。 

 遷移元または遷移先画面の URL の文字列長がカラムサイズを超過する場合、URL をカラムサイズで

分割し複数レコードに分けて出力されます。 

 主キー以外の値については、値が取得できない場合、ハイフン「-」が出力されます。たとえば、ログインして

いない場合には、ログインタイプ、ユーザＩＤ等はハイフンが出力されます。 

 遷移元画面の URL には、HTTP ヘッダ「Referer」のサーブレットパス部分が出力されます。ただし、遷移元

画面がスクリプト開発モデルだった場合、スクリプト開発モデルの画面のパスが出力されます。なお、HTTP

ヘッダ「Referer」が取得できない場合は、ハイフン「-」が出力されます。 

 遷移先画面の URL には、URL のサーブレットパス部分が出力されます。ただし、遷移先画面がスクリプト開

発モデルだった場合、スクリプト開発モデルの画面のパスが出力されます。 

 遷移先コンテンツタイプには、クライアントへ送信されたレスポンスのコンテンツ形式が出力されます。 

 遷移先画面タイトルには、以下の名前でレスポンスヘッダ設定された値が出力されます. 

 x-jp-co-intra-mart-log-next-page-title 
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2.1.1 遷移先画面タイトル出力方法 
遷移先画面タイトルには、レスポンスヘッダ ” x-jp-co-intra-mart-log-next-page-title” に設定された値が出力され

ます。このレスポンスヘッダ名には以下の定数が用意されています。 

 
 スクリプト開発モデル： ＬogConstraint.RESPONSE_HEADER_NAME_NEXT_PAGE_TITLE 

  JavaEE 開発モデル： jp.co.intra_mart.foundation.log. 

LogConstraint.RESPONSE_HEADER_NAME_NEXT_PAGE_TITLE 

 
以下にその設定方法の例を示します。 

2.1.1.1 スクリプト開発モデル 

2.1.1.1.1 ファンクションコンテナ(JS)側で設定する場合 

 

function init(request) { 

・・・・・・ 

Web.getHTTPResponse().setHeader( 

ＬogConstraint.RESPONSE_HEADER_NAME_NEXT_PAGE_TITLE, 

“Sample Page”); 

・・・・・・ 

} 

 

2.1.1.1.2 プレゼンテーションページ（HTML）側で設定する場合 

 

・・・・・・ 

<IMART type="HTTP-EQUIV" 

name=”x-jp-co-intra-mart-log-next-page-title” 

value="Sample Page"></IMART> 

・・・・・・ 

 

2.1.1.2 JavaEE 開発モデル 
 

・・・・・・ 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.log.LogConstraint" %> 

<% 

 response.setHeader( 

  LogConstraint.RESPONSE_HEADER_NAME_NEXT_PAGE_TITLE, 

  "Sample Page" 

 ); 

%> 

・・・・・・ 
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2.2 データベースログ 
データベースログとは、データベースアクセスに関するログです。データベースからのデータ取得時や情報更新

時などに出力されます。つまり、データベース連携モジュールの各 API を利用すると、その状況がログに記録され

ることになります。 

 
データベースログは以下の２つのエンティティから構成され、それらは「SQL 文ログ ID」で紐付けられます。 

 
 SQL 文ログ 

 Prepared Statement パラメータログ 

 

 
 
データベースログを出力するには、Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml の要素 

intra-mart/platform/service/application/log/database/output の属性 enable および detail を true に設定してください。 

2.2.1 SQL 文ログ 
SQL 文ログとは、任意の画面遷移から実行された SQL のログです。SQL は大きく分けて参照系と更新系に分類さ

れ、更新系のログは基本的にコミットされたログのみ出力されます。ただし、実際のデータベースへの更新処理と

は別のトランザクションでログ出力を行っているため、システム障害等の影響でコミットされていないログが残ってし

まう場合もあります。 

表 2-2 データベースログ(SQL 文ログ) エンティティ 

項目 カラム名 PK 備考 

SQL 文ログ ID sql_id ○   

SQL 文ログ連番 sequence_num ○ 複数レコードからなる場合の連番(0,1,2,...) 

接続参照名 resource_ref_name －  

コネクション ID connection_id －   

トランザクション ID transaction_id －  

遷移ログ ID transition_id － 画面遷移ログと紐付けるための外部キー 

ログ時刻 report_datetime － フォーマット(固定): 'yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS'

ログ時刻(日付) report_date － フォーマット(固定): 'yyyy/MM/dd' 

ログ時刻(時間) report_time － フォーマット(固定): 'HH:mm:ss.SSS' 

SQL タイプ sql_type － 固定値: 参照系 'query', 更新系 'update' 

SQL 文 sql_statement －  

SQL 処理時間 processing_time －   

 
 主キー以外の値については、値が取得できない場合、ハイフン「-」が出力されます。 

 SQL 文の文字列長がカラムサイズを超過する場合、SQL 文をカラムサイズで分割し複数レコードに分けて

登録されます。その順番は SQL 文ログ連番で表されます。 

 SQL タイプの値は、JDBC ドライバを使用し SQL 文を実行した際の戻り値が、java.sql.ResultSet の場合は参

照系、そうでない場合は更新系となります。 
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2.2.2 Prepared Statement パラメータログ 
Prepared Statement パラメータログとは、SQLをPrepared Statement で実行した場合にセットされたパラメータ値に

関するログです。 

表 2-3 データベースログ(Prepared Statement パラメータログ) エンティティ 

項目 カラム名 PK 備考 

SQL 文ログ ID sql_id ○ SQL 文ログと紐付けるための外部キー 

パラメータインデックス param_num ○  

パラメータ値連番 sequence_num ○ 複数レコードからなる場合の連番(0,1,2,...) 

パラメータ値 param_value －   

 
 パラメータ値には、パラメータにセットされた値をすべて文字列に変換されて出力されます。ただし、null を

除く。 

 パラメータ値の文字列長がカラムサイズを超過する場合、パラメータ値をカラムサイズで分割し複数レコード

に分けて登録されます。その順番はパラメータ値連番で表されます。 

2.3 画面タイトルビュー 
画面タイトルビューとは、画面遷移ログから画面 URL と画面タイトルが一意となる組のビューです。このビューは、

たとえば画面遷移元 URL から画面遷移元タイトルを取得するために使用します。以下に、画面タイトルビュー定

義を示します。 

表 2-4 画面タイトルビュー エンティティ 

項目 カラム名 PK 備考 

画面 URL page_url ○  

画面タイトル page_title ○  

 

 

CREATE VIEW b_m_log_page_title_view AS ( 

 SELECT 

 DISTINCT 

  next_page_url   AS page_url, 

  next_page_title  AS page_title 

 FROM 

  b_m_log_transition 

); 
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3 操作ログ出力設定 
操作ログは、ログイングループ単位で管理し、グループデータソースまたはシステムデータソースに出力すること

ができます。ここでは、出力先の指定や出力するログのフィルタリング方法について説明します。 

3.1 出力先の設定 (conf/data-source.xml) 
操作ログは、ログイングループ単位で管理し、グループデータソースまたはシステムデータソースのどちらか一方

に出力することができます。出力先の設定は ServerManager 上の設定ファイル conf/data-source.xml で行います。 

3.1.1 グループデーターソースへの出力 
以下、ログイングループ ID が ‘sample’ のログイングループに対して、出力先をグループデータソースに設定した

場合の conf/data-source.xml の例を示します。※デフォルトの設定です。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<data-source> 

・・・・・・ 

<group-data-source> 

    <login-group-id>sample</login-group-id>  

    <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name>  

  </group-data-source> 

・・・・・・ 

</data-source> 

3.1.2 システムデータソースへの出力 
操作ログは、任意のシステムデータソースに対して出力することができます。ただし、１つのログイングループに対

して、１つのシステムデータソースを用意してください。複数のログイングループが１つのシステムデータソースにロ

グを出力した場合、どのログイングループのログかを判別することは難しいです。 

 
操作ログをシステムデータソースへ出力する場合、以下の手順で行います。 

1. Application Server へのデータソースの登録 

2. conf/data-source.xml の編集 

3. テーブルとビューの作成 

3.1.2.1 Application Server へのデータソースの登録 
Application Server へのデータソースの登録方法は、以下のドキュメントを参照してください。 

 インストールガイド 

 アクセスセキュリティ仕様書 

 設定ガイド（HTTP 編） ※resin 専用 
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3.1.2.2 conf/data-source.xml の編集 
以下、ログイングループ ID が ‘sample’ のログイングループに対して、出力先を接続 ID が ‘sample_log’ としてシ

ステムデータソースに設定した場合の conf/data-source.xml の例を示します。 

※ 「3.1.2.1 Application Server へのデータソースの登録」で登録されたデータソース参照名（JNDI名）を

jdbc/sample_logとしています。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<data-source> 

・・・・・・ 

<system-data-source> 

    <connect-id> sample_log</connect-id>  

    <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample_log</resource-ref-name>  

  </system-data-source> 

<group-data-source> 

    <login-group-id>sample</login-group-id>  

    <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

    <log-connect-ref-id>sample_log</log-connect-ref-id> 

  </group-data-source> 

・・・・・・ 

</data-source> 

3.1.2.3 テーブルとビューの作成 
最後に、ログ出力用に指定したデータベースに以下の Storage サービス上の DDL ファイルを使用してテーブルと

ビューを作成します。 

 system/basic/logCreateTable.sql 

 
上記の DDL 文から以下の３つのテーブルと 1 つのビューが作成されます。 

 テーブル 

 b_m_log_transition 

 b_m_log_database_sql 

 b_m_log_database_param 
 ビュー 

 b_m_log_page_title_view 
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3.2 出力指定とフィルタリング (conf/imart.xml) 
各ログにより出力指定およびフィルタリングの指定方法は異なり、以下それぞれについて説明します。 

3.2.1 画面遷移ログ 

3.2.1.1 出力指定 
画面遷移ログをデータベースに出力させるには、少なくとも以下の設定が必要です。 

 各 doc/imart/WEB-INF/web.xml を編集して、フィルタ TransitionLogFilter をログを出力したいものに対し

てマッピングしてください。※標準ですべての URL パターンに設定されています。 

 Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml を以下のように編集してください。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output 属性 enable を true に設定 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database 属性 enable を true に設定 

3.2.1.2 フィルタリング 
遷移先画面の URL のパターンでフィルタリングを行います。出力するパターンのみを指定するか、出力しないパ

ターンを指定するかのいずれかを指定します。両方指定した場合、両方のパターンにマッチしたものだけが出力

されます。※詳細は別紙「設定ガイド（サービス編）」を参照してください。 

3.2.1.2.1 出力するパターンを指定するサンプル 

拡張子が jssps または URL の中に /setting/user/ が含まれるパターンを出力する場合、Application Runtime 上の

設定ファイルconf/imart.xmlの要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database内に以下

のように指定します。 

 

・・・・・・ 

<database enable=”true”reporter=”…” > 

    <include name=”*.jssps”/>  

    <include name=”*/setting/user/*”/> 

  </database> 

・・・・・・ 

 
ア ス タ リ ス ク （ * ） は 0 個 以 上 の 任 意 の 文 字 を 意 味 し ま す 。 た と え ば 、 遷 移 先 画 面 の URL

が ”/system/security/user/600/main.jssps” や ”/system/setting/user/password/main.jssps” の場合、画面遷移ログ

が出力されますが、”/css/design/blue.css” 等の場合は出力されません。また指定するパターンは大文字・小文字

を区別します。 

3.2.1.2.2 出力しないパターンを指定するサンプル 

拡張子が gif および js のパターンは出力しない場合、Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml の要

素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database 内に以下のように指定します。 

 

・・・・・・ 

<database enable=”true”reporter=”…” > 

    <exclude name=”*.jpg”/>  

    <exclude name=”*.js”/> 

  </database> 

・・・・・・ 
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3.2.2 データベースログ 

3.2.2.1 出力指定 
データベースログをデータベースに出力させるには、少なくとも以下の設定が必要です。 

 Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml を以下のように編集してください。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/database/output 属性 enable および detail を true に設

定 ※属性 detail が false (無効)の場合、データベースログがデータベースに出力されません。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/database/output/database 属性 enable を true に設定 

3.2.2.2 フィルタリング 
SQL 文のタイプ（参照系または更新系）および SQL 文のパターンでフィルタリングを行います。SQL 文のパターン

を指定する場合、出力するパターンのみを指定するか、出力しないパターンを指定するかのいずれかを指定しま

す。両方指定した場合、両方のパターンにマッチしたものだけが出力されます。次節にそのサンプルを説明しま

す。※詳細な指定方法は別紙「設定ガイド（サービス編）」を参照してください。 

3.2.2.2.1 SQL 文ログ 

参照系の SQL 文ログを出力する場合、以下の設定を行ってください。 

 Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml を以下のように編集してください。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/database/output/database/query 属性 output を true に

設定 

また、更新系の SQL 文ログを出力する場合、以下の設定を行ってください。 

 Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml を以下のように編集してください。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/database/output/database/update 属性 output を true に

設定 

次に、参照系および更新系それぞれにおいて、SQL 文のパターンでフィルタリングする方法を示します。 

3.2.2.2.1.1 出力するパターンを指定するサンプル 

参照系および更新系の SQL 文に SAMPLE が含まれるパターンを出力する場合、Application Runtime 上の設定

ファイル conf/imart.xml の要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database/query および

intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database/update 内に以下のように指定します。 

 

・・・・・・ 

<database enable=”true”reporter=”…” > 

    <query output=”true”> 

       <include name=”*SAMPLE*”> 

    </query> 

    <update output=”true”> 

       <include name=”*SAMPLE*”> 

    </update> 

・・・・・・ 

  </database> 

・・・・・・ 

 
アスタリスク（*）は 0 個以上の任意の文字を意味します。たとえば、参照系の SQL 文が ”SELECT * FROM 

SAMPLE” や “SELECT * FROM SAMPLE_EMPLOYEE” の場合、SQL 文ログが出力されますが、”SELECT * 

FROM B_M_USER_B” 等の場合は出力されません。また指定するパターンは大文字・小文字を区別します。 
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3.2.2.2.1.2 出力しないパターンを指定するサンプル 

参照系および更新系の SQL 文に SAMPLE が含まれるパターンは出力しない場合、Application Runtime 上の設

定ファイル conf/imart.xml の要素 intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database/query およ

び intra-mart/platform/service/application/log/transition/output/database/update 内に以下のように指定します。 

 

・・・・・・ 

<database enable=”true”reporter=”…” > 

    <query output=”true”> 

       <exclude name=”*SAMPLE*”> 

    </query> 

    <update output=”true”> 

       <exclude name=”*SAMPLE*”> 

    </update> 

・・・・・・ 

  </database> 

・・・・・・ 

 

3.2.2.2.2 Prepared Statement パラメータログ 

Prepared Statement パラメータログは、出力された SQL 文ログが Prepared Statement で実行された SQL の場合、

そのパラメータに関するログを出力します。逆に言えば、SQL が Prepared Statement で実行された場合に出力条

件によって SQL 文ログが出力されなかった場合、Prepared Statement パラメータログも出力されません。 

 
Prepared Statement パラメータログを出力する場合、以下の設定を行ってください。 

 Application Runtime 上の設定ファイル conf/imart.xml を以下のように編集してください。 

 要素 intra-mart/platform/service/application/log/database/output/database/parameter 属性 output を true

に設定 
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4 View Creator による操作ログ閲覧 
ここでは、標準で用意されている以下の操作ログを閲覧するための View Creator のデータ参照について説明し

ます。 

 
 操作ログ閲覧 

 操作ユーザから検索する場合 

 [グループ管理者] の操作ログ一覧 

 [一般ユーザID] から検索する 

 操作時刻から検索する場合 

 [遷移ログ日付] から検索する 

 操作画面から検索する場合 

 [遷移元ページURL] から検索する 

 [遷移先ページURL] から検索する 

 
標準で用意されているデータ参照は、様々な目的からの利用を想定し、汎用的に作られています。運用時には、

これらのデータ参照を運用に合わせてカスタマイズしてご利用ください。 

また各ログを詳細に閲覧するためのデータ参照があり、これらについても説明します。 

 
 各ログ詳細閲覧 

 画面遷移ログ 

 画面遷移ログの一覧 

 データベースログ 

 データベースログの一覧 

 更新系データベースログ 

 [SQL文] から更新データを検索する 

 Prepared Statement パラメータログ 

 [SQL文ID] からPrepared Statementパラメータログを検索する 

 

4.1 注意事項 
操作ログ閲覧用のデータ参照は、初期データインポート時にログ出力先のデータソースに対するデータ参照とし

て登録されます。そのため、初期データインポート後にログ出力先データソースを変更し、その後操作ログ閲覧用

のデータ参照を使用する場合、再度データ参照をインポートする必要があります。ただし、出力先のシステムデー

タソース接続名(接続 ID)が同じ場合その必要はございません。以下にその手順を示します。 

 
1. 一般ユーザまたはグループ管理者のメニューに以下を追加 

 system/init/import_vc_data4log.jssp 
2. 1.で追加したメニューを押下し、「登録しました。」と出力されれば完了。 
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4.2 操作ログ閲覧 

4.2.1 操作ユーザからの検索 

4.2.1.1 [グループ管理者] の操作ログ一覧 

4.2.1.1.1 閲覧手順 

グループ管理者の操作ログを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を利用

します。 

 データ参照名： [ログ] 操作ログ 

 説明： [グループ管理者]の操作ログ一覧 

 
図 4-1 のリンク「[ログ]操作ログ」を押下すると、図 4-2 のようなグループ管理者の操作ログが、画面遷移ログ時

刻の降順で表示されます。表 4-1 に閲覧可能な項目を示します。図 4-3 に検索画面を示します。 検索画面で

は必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-1 グループ管理者の操作ログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-2 グループ管理者の操作ログ一覧 

 

 

図 4-3 グループ管理者の操作ログ一覧 検索画面 
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4.2.1.1.2 閲覧項目 

グループ管理者の操作ログ一覧で閲覧可能な項目は表 4-1 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-1 グループ管理者の操作ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/07 21:09:52.125 

画面遷移ログ ID 5hmgzlr3hwlkbdq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abcJ6TTaEOtMv4_IELGor 
ユーザ ID default 
遷移元ページ URL /system/security/group/main.jssps 

遷移先ページ URL /system/security/group/main_frame.jssps 

遷移元ページタイトル グループ管理者のメイン画面 

遷移先ページタイトル システム環境 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 344 

SQL 文 ID 0 

SQL 文連番 5hmgzlr3i96n4dq 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmgzlr3i33l7dq 

トランザクション ID [NULL] 
SQL タイプ query 

SQL 文 SELECT DISTINCT(data_id) AS data_id FROM b_m_calendar_info_b WHERE 

calendar_id = ? 

SQL 処理時間[ms] 0 

パラメータ IDX 1 

パラメータ値連番 0 

パラメータ値 default 

 

4.2.1.1.3 検索項目 

グループ管理者の操作ログ一覧で検索指定可能な項目は表 4-2 の通りです。検索画面で表示項目を選択した

り、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 
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表 4-2 グループ管理者の操作ログ一覧で検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.2.1.2 [一般ユーザ ID] から検索する 

4.2.1.2.1 閲覧手順 

一般ユーザの操作ログを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を利用しま

す。 

 データ参照名： [ログ] 操作ログ 

 説明： [一般ユーザ ID] から検索する 

 
図 4-4 のリンク「[ログ]操作ログ」を押下すると、図 4-5 のように一般ユーザのユーザIDの一覧が表示されます。

閲覧したいユーザのユーザIDを選択すると、図 4-6 のようにその選択されたユーザの操作ログの一覧が、画面

遷移ログ時刻の降順で表示されます。表 4-3 に閲覧可能な項目を示します。図 4-7 に検索画面を示します。 

検索画面では必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-4 一般ユーザの操作ログを閲覧するためのデータ参照を選択 

 

 

Page 20 Copyright 2000-2007 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 4 View Creator による操作ログ閲覧

 

 

図 4-5 一般ユーザのユーザ ID リストからの閲覧したいユーザ ID を選択する画面 

 

図 4-6 選択された一般ユーザの操作ログ一覧 
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図 4-7 一般ユーザ ID から操作ログを検索するための検索画面 

4.2.1.2.2 閲覧項目 

選択された一般ユーザの操作ログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-3 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-3 選択された一般ユーザの操作ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/16 15:33:32.359 

画面遷移ログ ID 5hmh3pn5q8snwdq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abc4AsQllkBShdmCXUnpr 
遷移元ページ URL /system/setting/user/color_pattern/main.jssps 

遷移先ページ URL /system/setting/user/color_pattern/main.jssps 

遷移元ページタイトル カラーパターン設定 

遷移先ページタイトル カラーパターン設定 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 875 

SQL 文 ID 5hmh3pn5rsspjdq 

SQL 文連番 0 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmh3pn5qaioadq 
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トランザクション ID 5hmh3pn5rscpbdq 

SQL タイプ update 

SQL 文 update b_m_account_b set password = ?, lock_date = ?, page_pattern_id = ?, notes 

= ?, record_date = ?, locale = ?, mobile_password = ?, encoding = ?, 

record_user_cd = ?, valid_end_date = ?, login_failure_count = ?, go_out = ?, 

color_pattern_id = ?, valid_start_date = ? where user_id = ? 

SQL 処理時間[ms] 16 

パラメータ IDX 13 

パラメータ値連番 0 

パラメータ値 red 

 

4.2.1.2.3 検索項目 

一般ユーザIDから操作ログを検索する場合に検索指定可能な項目は表 4-4 の通りです。検索画面で表示項目

を選択したり、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-4 一般ユーザの操作ログで検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.2.2 操作時刻からの検索 

4.2.2.1 [遷移ログ日付] から検索する 

4.2.2.1.1 閲覧手順 

操作時刻（日付）から操作ログを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を利

用します。 

 データ参照名： [ログ] 操作ログ 

 説明： [遷移ログ日付]から検索する 

 
図 4-8 のリンク「[ログ]操作ログ」を押下すると、図 4-9 のように操作ログが存在する日付の一覧が表示されます。

閲覧したい日付を選択すると、図 4-10 のようにその選択された日付の操作ログの一覧が、画面遷移ログ時刻の

降順で表示されます。表 4-5 に閲覧可能な項目を示します。図 4-11 に検索画面を示します。 検索画面では

必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-8 遷移ログ日付から操作ログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-9 閲覧したい操作日付を選択する画面 

 

図 4-10 選択された日付の操作ログ一覧 
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図 4-11 操作日付から操作ログを検索するための検索画面 

4.2.2.1.2 閲覧項目 

選択された遷移ログ日付の操作ログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-5 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-5 選択された一般ユーザの操作ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/16 18:37:28.921 

画面遷移ログ ID 5hmh3q598ttpbdq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abcN9RHDpe5Vo8Uk5vopr 
ログインタイプ group 
ユーザ ID default 
遷移元ページ URL /system/view_creator/data/view/data_view_main.jssps 

遷移先ページ URL /system/view_creator/data/list/data_list.jssps 

遷移元ページタイトル - 
遷移先ページタイトル データ参照一覧 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 296 

SQL 文 ID 5hmh3q59afyrcdq 
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SQL 文連番 0 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmh3q598y5pkdq 

トランザクション ID [NULL] 
SQL タイプ query 

SQL 文 select role_id from b_m_account_role_b where user_id = ? and valid_start_date 

<= ? and valid_end_date > ? union select rs.summary_role_id as role_id from 

b_m_role_summary_b rs ,b_m_account_role_b ar where ar.user_id = ? and 

ar.valid_start_date <= ? and ar.valid_end_date > ? and rs.role_id = ar.role_id 

SQL 処理時間[ms] 15 

パラメータ IDX 1 

パラメータ値連番 0 

パラメータ値 default 

 

4.2.2.1.3 検索項目 

遷移ログ日付から操作ログを検索する場合に検索指定可能な項目は表 4-6 の通りです。検索画面で表示項目

を選択したり、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-6 遷移ログ日付から操作ログを検索する場合の検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ログインタイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.2.3 操作画面からの検索 

4.2.3.1 [遷移元ページ URL] から検索する 

4.2.3.1.1 閲覧手順 

遷移元ページ URL から操作ログを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を

利用します。 

 データ参照名： [ログ] 操作ログ 

 説明： [遷移元ページ URL]から検索する 

 
図 4-12 のリンク「[ログ]操作ログ」を押下すると、図 4-13 のように操作ログが存在する遷移元ページのURLの一

覧が表示されます。閲覧したいURLを選択すると、図 4-14のようにその選択されたURLの操作ログの一覧が、画

面遷移ログ時刻の降順で表示されます。表 4-7 に閲覧可能な項目を示します。図 4-15 に検索画面を示しま

す。 検索画面では必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-12 遷移元ページ URL から操作ログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-13 閲覧したい遷移元ページ URL を選択する画面 

 

図 4-14 選択された遷移元ページ URL の操作ログ一覧 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 29

 



intra-mart 操作ログ仕様 Version 6.1（説明資料）

 

 

図 4-15 遷移元ページ URL から操作ログを検索するための検索画面 

4.2.3.1.2 閲覧項目 

選択された遷移元ページURLの操作ログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-7 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※HTTP ヘッダ「Referer」が取得できない場合、遷移元ページ URL はハイフン「-」となります。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-7 選択された遷移元ページの操作ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/09 15:22:40.562 

画面遷移ログ ID 5hmh0huw1pk7idq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abc7OifyHeWQQ5KI3OPor 
ログインタイプ user 
ユーザ ID aoyagi 
遷移先ページ URL /system/setting/user/color_pattern/main.jssps 

遷移元ページタイトル [NULL] 
遷移先ページタイトル カラーパターン設定 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 266 

SQL 文 ID 5hmh0huw26i8mdq 
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SQL 文連番 0 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmh0huw1s67vdq 

トランザクション ID [NULL] 
SQL タイプ query 

SQL 文 select password as col1, lock_date as col2, page_pattern_id as col3, user_id as col4, 

notes as col5, record_date as col6, locale as col7, mobile_password as col8, 

encoding as col9, record_user_cd as col10, valid_end_date as col11, go_out as 

col12, login_failure_count as col13, color_pattern_id as col14, valid_start_date as 

col15 from b_m_account_b where user_id = ? 

SQL 処理時間[ms] 0 

パラメータ IDX 1 

パラメータ値連番 0 

パラメータ値 aoyagi 

 

4.2.3.1.3 検索項目 

遷移元ページURLから検索する場合に検索指定可能な項目は表 4-8 の通りです。検索画面で表示項目を選

択したり、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-8 遷移元ページ URL から操作ログを検索する場合の検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ログインタイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.2.3.2 [遷移先ページ URL] から検索する 

4.2.3.2.1 閲覧手順 

遷移先ページ URL から操作ログを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を

利用します。 

 データ参照名： [ログ] 操作ログ 

 説明： [遷移先ページ URL]から検索する 

 
図 4-16 のリンク「[ログ]操作ログ」を押下すると、図 4-17 のように操作ログが存在する遷移先ページのURLの一

覧が表示されます。閲覧したいURLを選択すると、図 4-18 のようにその選択されたURLの操作ログの一覧が、

画面遷移ログ時刻の降順で表示されます。表 4-9 に閲覧可能な項目を示します。図 4-19 に検索画面を示し

ます。 検索画面では必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-16 遷移先ページ URL から操作ログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-17 閲覧したい遷移先ページ URL を選択する画面 

 

図 4-18 選択された遷移先ページ URL の操作ログ一覧 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 33

 



intra-mart 操作ログ仕様 Version 6.1（説明資料）

 

 

図 4-19 遷移先ページ URL から操作ログを検索するための検索画面 

4.2.3.2.2 閲覧項目 

選択された遷移先ページURLの操作ログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-9 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-9 選択された遷移先ページの操作ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/09 15:22:17.328 

画面遷移ログ ID 5hmh0huvep00wdq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abc7OifyHeWQQ5KI3OPor 
ログインタイプ user 
ユーザ ID aoyagi 
遷移元ページ URL /system/setting/user/favorite/page_view.jssps 

遷移元ページタイトル ページ一覧 

遷移先ページタイトル マイメニュー設定 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 6860 

SQL 文 ID 5hmh0huvf79budq 

SQL 文連番 0 
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データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmh0huvf4n9sdq 

トランザクション ID 5hmh0huvewe2mdq 

SQL タイプ query 

SQL 文 select sort_number as col1, image_path as col2, menu_id as col3, record_user_cd 

as col4, user_id as col5, record_date as col6, display_name as col7 from 

b_m_favorite_menu_b where user_id = ? and menu_id = ? 

SQL 処理時間[ms] 0 

パラメータ IDX 1 

パラメータ値連番 0 

パラメータ値 aoyagi 

 

4.2.3.2.3 検索項目 

遷移先ページURLから検索する場合に検索指定可能な項目は表 4-10 の通りです。検索画面で表示項目を選

択したり、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-10 遷移先ページ URL から操作ログを検索する場合の検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ログインタイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.3 各ログ詳細閲覧 

4.3.1 画面遷移ログ 

4.3.1.1 画面遷移ログの一覧 

4.3.1.1.1 閲覧手順 

画面遷移ログのみを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を利用します。 

 データ参照名： [ログ] 画面遷移ログ 

 説明： 画面遷移ログの一覧 

 
図 4-20 のリンク「[ログ]画面遷移ログ」を押下すると、図 4-21 のように画面遷移ログが、ログ時刻の降順で表示

されます。表 4-11 に閲覧可能な項目を示します。図 4-22 に検索画面を示します。 検索画面では必要に応じ

て表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-20 画面遷移ログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-21 画面遷移ログ一覧 

 

 

図 4-22 画面遷移ログ一覧 検索画面 
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4.3.1.1.2 閲覧項目 

画面遷移ログ一覧で閲覧可能な項目は表 4-11 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-11 画面遷移ログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

遷移ログ時刻 2007/07/07 21:09:48.718 

画面遷移ログ ID 5hmgzlr3fghb5dq 

画面遷移ログ連番 0 

遷移タイプ REQUEST 

セッション ID abcncukkz5mW46kBELGor 
ログインタイプ user 
ユーザ ID aoyagi 
遷移元ページ URL /system/security/user/600/main.jssps 

遷移先ページ URL /system/security/user/600/top.jssps 

遷移元ページタイトル ユーザのメイン画面 

遷移先ページタイトル イントラマート 

クライアント IP アドレス 127.0.0.1 

遷移処理時間[ms] 109 

 

4.3.1.1.3 検索項目 

画面遷移ログ一覧で検索指定可能な項目は表 4-12 の通りです。検索画面で表示項目を選択したり、表示項目

の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-12 画面遷移ログ一覧で検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

遷移ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

セッション ID 部分一致、前方一致、完全一致 

ログインタイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページ URL 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移元ページタイトル 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移先ページタイトル 部分一致、前方一致、完全一致 

クライアント IP アドレス 部分一致、前方一致、完全一致 

遷移処理時間 範囲指定、以上、以下、未満 
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4.3.2 データベースログ 

4.3.2.1 データベースログの一覧 

4.3.2.1.1 閲覧手順 

データベースログ(SQL 文)のみを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照を利

用します。 

 データ参照名： [ログ] DB ログ 

 説明： データベースログの一覧 

 
図 4-23 のリンク「[ログ]DBログ」を押下すると、図 4-24 のようにSQL文のデータベースログが、ログ時刻の降順

で表示されます。表 4-13 に閲覧可能な項目を示します。図 4-25 に検索画面を示します。 検索画面では必要

に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-23 データベースログを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-24 データベースログ一覧 

 

 

図 4-25 データベースログ一覧 検索画面 
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4.3.2.1.2 閲覧項目 

データベースログ一覧で閲覧可能な項目は表 4-13 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-13 データベースログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

SQL ログ時刻 2007/07/17 18:38:20.312 

SQL 文 ID 5hmh46ooorkkidq 

SQL 文連番 0 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

コネクション ID 5hmh46oooh5j1dq 

トランザクション ID [NULL] 
画面遷移ログ ID 5hmh46oooezikdq 

SQL タイプ query 

SQL 文 SELECT role_id, role_name, category, notes FROM b_m_role_b 
SQL 処理時間[ms] 47 

 

4.3.2.1.3 検索項目 

データベースログ一覧で検索指定可能な項目は表 4-14 の通りです。検索画面で表示項目を選択したり、表示

項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-14 データベースログ一覧で検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

SQL ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

コネクション ID 部分一致、前方一致、完全一致 

トランザクション ID 部分一致、前方一致、完全一致 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL タイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 処理時間 範囲指定、以上、以下、未満 
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4.3.3 更新系データベースログ 

4.3.3.1 [SQL 文] から更新データを検索する 

4.3.3.1.1 閲覧手順 

実行された SQL 文から更新データを閲覧する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、以下のデータ参照

を利用します。 

 データ参照名： [ログ] DB ログ（更新系） 

 説明： [SQL 文]から検索する 

 
図 4-26 のリンク「[ログ]更新系DBログ」を押下すると、図 4-27 のように更新系のSQL文のログの一覧が表示さ

れます。閲覧したいSQL文を選択すると、図 4-28 のようにその選択されたSQL文のパラメータ値や遷移画面情

報ログの一覧が、画面遷移ログ時刻の降順で表示されます。表 4-15 に閲覧可能な項目を示します。図 4-29 

に検索画面を示します。 検索画面では必要に応じて表示項目や表示順を選択・編集することができます。 

 

 

 

図 4-26 更新系 SQL 文から更新データを閲覧するためのデータ参照を選択 
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図 4-27 閲覧したい SQL 文を選択する画面 

 

図 4-28 選択された更新系 SQL 文のログ一覧 
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図 4-29 更新系 SQL 文から更新データを検索するための検索画面 

4.3.3.1.2 閲覧項目 

選択された更新系SQL文のログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-15 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-15 選択された更新系 SQL 文のログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

SQL ログ時刻 2007/07/09 15:22:29.078 

SQL 文 ID 5hmh0huvuigrtdq 

SQL 文連番 0 

データソース参照名 java:comp/env/jdbc/sample 

パラメータ IDX 1 
パラメータ値連番 0 
パラメータ値 aoyagi 
画面遷移ログ ID 5hmh0huvsyhohdq 

ユーザ ID aoyagi 
遷移元ページタイトル 属性情報設定 

遷移先ページタイトル 属性情報設定 
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4.3.3.1.3 検索項目 

更新系SQL文から更新データを検索する場合に検索指定可能な項目は表 4-16 の通りです。検索画面で表示

項目を選択したり、表示項目の表示順を変更することができます。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-16 更新系 SQL 文から更新データを検索する場合の検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

SQL ログ時刻 範囲指定、以上、以下、未満 

SQL 文 部分一致、前方一致、完全一致 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 

データソース参照名 部分一致、前方一致、完全一致 

画面遷移ログ ID 部分一致、前方一致、完全一致 

パラメータ値 部分一致、前方一致、完全一致 

ログインタイプ 部分一致、前方一致、完全一致 

ユーザ ID 部分一致、前方一致、完全一致 
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4.3.4 Prepared Statement パラメータログ 

4.3.4.1 [SQL 文 ID] から Prepared Statement パラメータログを検索する 

4.3.4.1.1 閲覧手順 

Prepared Statement で実行された SQL のパラメータログを検索する場合、ログ出力先の DB 接続参照名を選択し、

以下のデータ参照を利用します。 

 データ参照名： [ログ] SQL Params ログ 

 説明： [SQL 文 ID] から検索する 

 
図 4-30 のリンク「[ログ]SQL Param ログ」を押下すると、図 4-31 のようにPrepared Statementで実行されたSQL

のSQL文IDの一覧が表示されます。閲覧したいSQL文IDを検索または選択すると、図 4-32 のようにその選択さ

れたSQL文IDのパラメータ値の一覧が、パラメータIDXの昇順で表示されます。表 4-17 に閲覧可能な項目を示

します。検索はSQL文IDから行います。 

 

 

図 4-30 Prepared Statement パラメータログを検索するためのデータ参照を選択 
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図 4-31 閲覧したい SQL 文 ID を選択する画面 
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図 4-32 選択された SQL 文 ID のパラメータログ一覧 
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4.3.4.1.2 閲覧項目 

選択されたSQL文IDのログ一覧画面で閲覧可能な項目は表 4-17 の通りです。 

※閲覧項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

※値が null の場合、View Creator では “[NULL]” と表示される。 

表 4-17 選択された SQL 文 ID のログ一覧で閲覧可能な項目 

閲覧項目 サンプル値 

SQL 文連番 0 

SQL ログ時刻 2007/07/07 21:09:47.687 

SQL タイプ query 

SQL 文 select role_id from b_m_account_role_b where user_id = ? and 
valid_start_date <= ? and valid_end_date > ? union select 
rs.summary_role_id as role_id from b_m_role_summary_b 
rs ,b_m_account_role_b ar where ar.user_id = ? and ar.valid_start_date 
<= ? and ar.valid_end_date > ? and rs.role_id = ar.role_id 

パラメータ IDX 6 
パラメータ値連番 0 
パラメータ値 2007/07/07|21:09:47 

 

4.3.4.1.3 検索項目 

本データ参照は、SQL文IDが既知であるときに使用されることを想定し、検索指定可能な項目は表 4-18 の通り

です。 

※検索可能な項目を追加・編集したい場合は 「View Creator データ参照メンテナンス」 より行ってください。 

表 4-18 更新系 SQL 文から更新データを検索する場合の検索指定可能な項目 

閲覧項目 検索条件 

SQL 文 ID 部分一致、前方一致、完全一致 
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