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1.1 TableMaintenance 概要 
TableMaintenanceでは、データベース上の既存のテーブルに対してレコードの新規登録・更新・削除・

インポート・エクスポートを行うことができます。データベースを使用したアプリケーションを作成した

際に必要になることの多いマスタメンテナンスの機能を簡単な設定操作のみで、簡易的に実現することが

できます。 

ログイングループ管理者が、メンテナンスを行うテーブルに対してアクセス権の設定を行うことで一般ユ

ーザが参照できるテーブルを制限することもできます。TableMaintenanceで扱えるデータベースは、ロ

グイングループデータベースとシステムデータベースです。 

 

TableMaintenanceの操作は、以下の３つに分類することができます。 

テーブルの管理 データベース上のテーブルをメンテナンスの対象とするテーブルとして追加しま

す。また、アクセス権を設定して、そのテーブルを操作できるユーザを限定するこ

ともできます。この操作は、「ログイングループ管理者」が行います。 

データの編集 管理者からアクセス権を与えられたユーザは、テーブルのデータの追加・更新・

削除が行えるようになります。 

テーブル・インポート/エクスポート データベース上のテーブルのデータをエクスポートしたり、テーブルにデータをイ

ンポートすることができます。この動作は、「ログイングループ管理者」のみ行うこ

とができます。 

 

 

< TableMaintenanceの概念> 
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1.2 テーブルを管理する 
データベースのテーブルをTableMaintenanceでデータの追加・更新・削除が行えるようにします。 

1.2.1 テーブルを追加する 
データベース上の既存のテーブルを、メンテナンス対象のテーブルとして追加します（テーブルの追加）。 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 

 

2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、［テーブル追加］をクリックします。 

 

<テーブル追加をクリックする> 
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別ウィンドウで、［テーブル選択］画面が表示されます。 

 

<［テーブル選択］画面> 

DB接続参照 データベースの接続先を選択します。 

システムデータベースまたはログインしているログイングループ用のデータベー

スを選択することができます。選択した接続IDとマッピングするデータベース上

のテーブル一覧が表示されます。 

検索キーワード テーブルを検索します。 

テキストボックスにテーブル名を入力すると、部分一致でテーブルを絞り込みま

す。 

  

3 ［テーブル物理名］をクリックします。 

選択したテーブルの設定画面が表示されます。 

 

<［テーブル設定］画面>
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テーブル選択画面に戻る ［テーブル選択］画面に戻ります。 

テーブル表示名設定 テーブル名関連の設定をします。 

DB接続参照名 選択したテーブルが属するDB接続参照名が表示されます。 

テーブル物理名 選択したテーブルの、データベース上の名称が表示されます。 

テーブル表示名 テーブルにTableMaintenance機能上での名称を設定します（分かりやすい日本

語の名称等を設定します）。デフォルトではデータベース上のテーブル名が表示

されます。 

カラム表示名設定 テーブルを構成するカラムのTableMaintenance機能上での名称やカラムの順番

を入れ替えるなどの設定を行います。設定されたカラムの順番は、「テーブル参

照画面」での列の表示順と「テーブル編集画面」での項目の表示順に反映され

ます。 

［ 上位へ］ボタン カラム先頭のチェックボックスをクリックしてからこのボタンをクリックすると、チェ

ックしたカラムの表示順を 上位にすることができます。 

［１つ上へ］ボタン カラム先頭のチェックボックスをクリックしてからこのボタンをクリックすると、チェ

ックしたカラムの表示順を１つ上にすることができます。 

［１つ下へ］ボタン カラム先頭のチェックボックスをクリックしてからこのボタンをクリックすると、チェ

ックしたカラムの表示順を１つ下にすることができます。 

［ 下位へ］ボタン カラム先頭のチェックボックスをクリックしてからこのボタンをクリックすると、チェ

ックしたカラムの表示順を 下位にすることができます。 

（チェックボックス） 表示順を変更する際に、カラムの選択に用います。複数のカラムを選択すること

もできます。 

カラム物理名 クエリの物理名が表示されます。 

カラム表示名 カラム（フィールド）にTableMaintenance機能上での名称を設定します（分かりや

すい日本語の名称等を設定します）。デフォルトではデータベース上のフィールド

名が表示されます。 

権限設定 テーブルへのアクセス権を設定します。アクセス権を持つユーザはテーブルの

参照と、データの新規登録、更新及び、削除ができるようになります。アクセス権

が設定されなかった場合は、全てのユーザがアクセスできます。 

アクセス権の設定は、「ロール」、「組織」、「役職」、「パブリックグループ」などの

タブを選択して、［追加］アイコンをクリックして、選択入力します。以下に、タブご

とに紹介します。 

［ロール］タブ このテーブルに設定するアクセス権限としてのロールを選択します。［追加］ボタ

ンをクリックすると、次のようなウインドウが表示されて登録済みのロールが選択

できます。このウインドウ上では、各ロールのコードを表示することもできます。 
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［組織］タブ このテーブルに設定するアクセス権限としての組織を選択します。［追加］ボタン

をクリックすると、次のようなウインドウが表示されて組織が選択できます。な

お、組織の表示方法には一覧とツリーが用意されています。このウインドウ上で

は、会社や組織のコードを表示することもできます。 

 

［役職］タブ このテーブルに設定するアクセス権限としての役職を選択します。［追加］ボタン

をクリックすると次のようなウインドウが表示されて役職が選択できます。このウ

インドウ上では、会社や役職のコードを表示することもできます。 

 

［パブリックグループ］タブ このテーブルに設定するアクセス権限としてのパブリックグループを選択しま

す。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示されてパブリックグ

ループが選択できます。なお、パブリックグループの表示方法には、一覧とツリ

ーが用意されています。このウインドウ上では、パブリックグループのコードを表

示することもできます。 

 

 追加アイコン 別ウインドウで、権限に設定するためのロール、組織、役職、パブリックグループ

などの検索画面が表示されます。 

 選択項目を削除 チェックした項目を削除します。 

 /  コードを表示 表示されている項目のコードの表示/非表示を切り替えます。 

 



1.2 テーブルを管理する 

   TableMaintenance 管理者 操作ガイド 7 

 

4 テーブル設定を入力後、画面下部の［保存］ボタンをクリックします。 

 

［保存］ボタン テーブルの設定情報を保存します。 

 

保存後、［テーブル設定］画面の編集画面表示されます。 

 

<［テーブル設定］画面の編集画面> 

5 他のテーブルを追加するには、［テーブル選択画面に戻る］をクリックします。テーブル設定を終了するには、

［閉じる］をクリックします。 
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1.2.2 一般ユーザにテーブルの編集権限を与える 
一般ユーザがテーブルの編集をできるようにするには、以下の手順でメニュー項目のアクセス権を設定す

る必要があります。 

1 メニューメンテナンス画面で、フォルダ及びメニュー（TableMaintenance, TableMaintenance/テーブル一覧）に

権限を設定します。 

一般ユーザのメニューに、以下の項目が追加されます。 

TableMaintenance 

TableMaintenance/テーブル一覧 

 

<メニューメンテナンス画面での設定例> 

1.2.3 テーブルの設定を変更する 
TableMaintenanceのテーブル一覧に登録されているテーブルの設定は、以下のような手順で変更するこ

とができます。 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 
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2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、設定欄の  アイコンをクリックします。 

 

<設定アイコンをクリックする> 

別ウインドウで、［テーブル設定］画面が表示されます。 

 

<［テーブル設定］画面の編集画面> 

3 設定を変更後、［保存］ ボタンをクリックします。 

設定が保存されます。 
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1.2.4 テーブルをメンテナンス対象から削除する 
追加したテーブルを、メンテナンス対象から削除するには、以下のように操作します。 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 

2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、設定欄の  アイコンをクリックします。 

 

<設定アイコンをクリックする> 
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別ウインドウで、［テーブル設定］画面が表示されます。 

 

<［テーブル設定］画面の編集画面> 

3 表示された［テーブル設定］画面で、［削除］ ボタンをクリックします。 

選択されていたテーブルが一覧から削除されます。 
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1.3  データを編集する 
管理者がテーブル一覧に登録し、アクセス権を与えられたテーブルに対して、管理者および一般ユーザは、

データの追加・更新・削除を行うことができます。 

1.3.1 テーブルにデータを追加する 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 

2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、テーブル表示名をクリックします。 

 

<テーブル表示名をクリックする> 
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［テーブル参照］画面が表示されます。 

 

<［テーブル参照］画面>  

3 ［テーブル参照］画面で、［新規登録］アイコンをクリックします。 

［テーブル編集］画面が表示されます。 

 

<［テーブル編集］画面> 
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4 各カラムに入力したら、［登録］ボタンをクリックします。 

画面上部に「登録しました」と表示されます。 

 

<［テーブル編集］画面> 

1.3.2 テーブルのデータを編集する 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 
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2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、テーブル表示名をクリックします。 

 

<テーブル表示名をクリックする> 

［テーブル参照］画面が表示されます。 

 

<［テーブル参照］画面> 
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3 ［テーブル参照］画面で、データを編集したレコードの  ［編集］アイコンをクリックします。 

［テーブル編集］画面が表示されます。 

 

<［テーブル編集］画面> 

 画面上に「PK」と表示されている項目は「主キー」のフィールドです。編集することはできません。 

 

4 各カラムの内容を編集したら、［更新］ボタンをクリックします。 

画面上部に「更新しました。」と表示されます。 

 

<［テーブル編集］画面> 
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編集可能なフィールドの型 

テーブルメンテナンス機能では、データを文字列型、数値型、日付型の３種類で扱います。以下に、

データベース上のフィールドの型との対応関係を示します。 

また、バイナリのデータを編集することはできません。 

 

 文字列型 数値型 日付型 

Oracle 
CHAR, 

VARCHAR2 
NUMBER DATE, TIMESTAMP 

SQLServer 
char,  

varchar, nvarchar 

bigint, int, smallint, tinyint, numeric, 

decimal 
datetime 

DB2 CHAR, VARCHAR 
SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, 

FLOAT, REAL, DOUBLE 
DATE, TIMESTAMP 

PostgreSQL char, varchar numeric date, timestamp 

※timestamp型を扱う場合は、conf/imart.xmlで以下の設定をtrueにする必要があります。 

intra-mart/platform/service/application/database/data/timestamp-is-date 

 

各種設定の変更 

conf/parameter.xmlで、以下のような設定を行うことができます。 

 

tm.list.records_per_page 

テーブル選択画面のテーブル一覧と、テーブル参照画面のレコード一覧で1ページに表示する行数を

設定します。 

 

tm.column.maxlength 

ここで設定された数値を基準に、テーブル編集画面で文字列型のカラムの表示形式を決定します。 

設定された数値よりサイズが小さいカラムはテキストフィールドで、大きい場合はテキストエリアで

表示されます。 

 

tm.date.format 

テーブル参照画面で日付型のカラムの表示形式を指定します。 

※但しテーブル編集画面での入力フォーマットは「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」で固定です。 
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1.3.3 テーブルのデータを削除する 

1 ［TableMaintenance］メニューから［テーブル一覧］をクリックします。 

［テーブル一覧（管理者）］画面が表示されます。 

 

<［テーブル一覧（管理者）］画面> 

2 ［テーブル一覧（管理者）］画面で、テーブル表示名をクリックします。 

 

<テーブル表示名をクリックする> 
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［テーブル参照］画面が表示されます。 

 

<［テーブル参照］画面> 

3 ［テーブル参照］画面で、データを編集したレコードの  ［編集］アイコンをクリックします。 

［テーブル編集］画面が表示されます。 

 

<［テーブル編集］画面> 

4 内容を確認後、［削除］ボタンをクリックします。 

データが削除されます。 
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1.4 テーブル･エクスポート 

1.4.1 概要 
データベース上のテーブルのデータをTableMaintenance機能でエクスポートすることができます。エク

スポートしたファイルは、クライアントのローカル又は、ストレージにCSV形式で出力されます。 

テーブル･エクスポート機能は、ログイングルプ管理者のみ行うことができます。 

 

エクスポートするには以下の方法があります。 

エクスポート対象のテーブル名を指

定 

テーブルの物理名を指定してエクスポートします。対象テーブルの全フィールド

がエクスポートされます。 

テーブルのフィールド単位で出力の

有無を指定 

テーブルの物理名を指定し、エクスポートしたいフィールドを指定してデータをエ

クスポートします。 

SELECT文を指定 エクスポートする際に条件を加えたり、複数のテーブルを結合して必要なデータ

をエクスポートします。 

 

 

エクスポートされるファイルのイメージを以下に示します。 

  エクスポートするテーブルが１つの場合は、テーブル名をCSVファイル名として出力します。 

 

 

<１つのテーブルをエクスポート> 

  エクスポートするテーブルが複数の場合は、任意の名前（日付形式）として強制的にzip圧縮

して出力します。 

 

 

<複数テーブルをエクスポート> 
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1.4.2 データベース上のテーブルをエクスポートする 

1 [TableMaintenance]メニューから[エクスポート]をクリックします。 

［テーブル・エクスポート］画面が表示されます。 

 

<[テーブル・エクスポート]画面> 

2 接続するデータベースを選択します。 

接続先として、システムデータベースまたはログインしているログイングループ用のデータベースを選択

します。 

※選択すると接続IDに紐づいたデータベース上のテーブル一覧が表示されます。 

 

<接続するデータベースを選択する> 
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3 エクスポートファイルの出力先を選択します。 

 

<エクスポート[出力先]を選択する> 

ダウンロード クライアントのローカルにエクスポートファイルを出力します。 

ストレージ ストレージのテキストボックスに入力したディレクトリにエクスポートファイルを出

力します。 

 ストレージのテキストボックスに「/」を入力すると、ディレクトリを作成してエクスポートファイルを出力します。 

例えば、"sample/export"と入力してエクスポートすると、次のようにファイルが出力されます。  

 

%intra-martインストールディレクトリ%/storage/sample/export/テーブル名.csv 又は、任意の名前.zip 

4 エクスポート対象のテーブルを選択します。 

 

<エクスポート対象のテーブルを選択する> 

エクスポート対象のテーブルの指定は、[export-option.xml]画面で直接xml書式で指定することもできま

す。詳細は「1.4.3.1 エクスポート対象のテーブルを指定」を参照してください。 
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ターゲットテーブルの選択 出力対象のテーブルを設定します。 

検索キーワード テーブル一覧の上部にあるテキストボックスに文字列を入力すると、部分一致で

テーブルを絞り込みます。 

テーブル一覧 データベース上のテーブル一覧が表示されます。検索キーワードが指定された

場合、検索条件に部分一致するテーブル一覧が表示されます。 

全選択 テーブル一覧画面に表示されている全てのテーブルをエクスポートの対象にし

ます。 

選択 テーブル一覧画面にて選択されたテーブルをエクスポートの対象にします。 

選択されたテーブル エクスポートの対象テーブル一覧が表示されます。 

削除 [選択されたテーブル一覧]で選択したテーブルをエクスポートの対象から削除し

ます。 

全削除 [選択されたテーブル一覧]の全てのテーブルをエクスポートの対象から削除しま

す。 

 同一テーブル名を重複して選択することはできませんのでご注意ください。 

 

5 エクスポートのオプションを設定する。 

［オプション設定］を押下するとオプション設定項目が表示されます。 

 

<エクスポートのオプションを設定する> 

エクスポートのオプションは、必要に応じて適切に設定してください。 

[メイン]タブ画面から変更された内容は、[export-option.xml]タブに切り替えると動的に反映されます。 

 

オプション設定 エクスポートに関連する設定を行います。 
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ファイルエンコーディング エクスポートしたCSVファイルのエンコーディングを指定するための設定です。 

環境に合わせて適切な値を設定してください。 

以下のエンコーディングを設定することができます。 

 

改行コード エクスポートしたCSVファイルの改行コードを選択します。環境に合わせて適切

な値を設定してください。改行コードは、以下の三つのみ指定することができま

す。 

 

日付フォーマット エクスポート対象のテーブルにDATE型のフィールドがある場合、このオプション

に設定した日付フォーマットで出力されます。 

数値フォーマット エクスポート対象のテーブルに数値型のフィールドがある場合、このオプション

に設定した数値フォーマットで出力されます。 

バイナリデータ エクスポート対象のテーブルに、バイナリのデータがあった場合、出力ファイル

中に含めるかどうかを選択します。 

【エクスポートファイルに含める】 

バイト配列データをBASE64でエンコードした文字列がCSVファイル内に出力され

ます。 

【別ファイルに出力する】 

バイナリファイルとして出力され、エクスポートデータにはバイナリファイルへの

相対パスが書き込まれます。 

エクスポートファイルが１つのとき エクスポート対象のテーブルが１つの場合、zipで圧縮するかどうかを設定しま

す。対象テーブルが複数の場合は、常に圧縮されます。 

【そのまま出力する】 

「テーブル名.csv」ファイルとして出力されます。 

【ZIP圧縮する】 

zip圧縮して出力されます。ファイル名には、日付形式の任意の名前が付けられ

ます。 

ZIPファイル名 ZIP形式で出力する場合のファイル名を設定します。 

[ZIPファイル名]を設定しない場合、日付形式の任意の名前が付けられます。 

出力開始レコード位置 出力を開始するレコード位置を設定します。「0」が設定された場合は、テーブル

の全レコードを出力します。 

大出力件数（件） 大出力件数を設定します。 「0」が設定された場合は、制限なしとなります。 

Null値の代わりに出力する文字列 データベースのフィールドにNullがある場合に、CSV出力時にNull値に対する代

替文字列を出力するための設定です。 

ヘッダ 対象テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力するかどうかを設定します。 

【出力する】 テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力します。 

【出力しない】 テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力しません。 

処理一時休止レコード数(件) エクスポート処理中に、一定のレコード件数ごとに処理を休止するようにします。 

つまりエクスポート処理中に、ここで設定された件数のレコードが読み込まれる

毎に、処理が一時休止されます。「0」が設定された場合、休止処理を行いませ

ん。 

処理一時休止時間（ミリ秒） 一時休止する時間を設定します。 

単位はミリ秒です。 
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 大量のデータをエクスポートする場合は、Application Runtimeが動作しているサーバマシンのスペックや、他のプロ

セスが使用しているプロセス等の状況等によっては、メモリリソースを使い切ってしまう可能性があり、その結果

Application Runtimeが不安定な状態になることがあります。 

このような状況を回避するには、[処理一時休止レコード数（件）]、[処理一時休止時間（ミリ秒）]オプションを環境に

合わせて適切な値を設定してください。 

 

 制約事項 

DB2では、バイナリ（BLOB、CLOB）データを含んでいるテーブルをエクスポートする場合、[出力開始レコード位置]

オプションに「0」以外の値を指定することはできません。 

6  [テーブル･エクスポート]画面の[実行]ボタンをクリックします。 

 

<エクスポートを実行する> 

7 [保存]ボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。。 

 

<ファイルをダウンロードする> 



第 1 章 TableMaintenance 

26  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

1.4.2.1 エクスポートの進捗を確認する 

エクスポートする際に、このオプションを指定することにより、エクスポートの進捗を確認することがで

きます。 

1 [進捗の表示]をチェックしてエクスポートの[実行]ボタンをクリックします。 

 

<エクスポートの進捗を確認する> 

1.4.3 エクスポート設定をファイルで管理する 
テーブルのエクスポートに対する設定は、[export-option.xml]画面において直接XML形式で編集するこ

とができます。この画面では以下のような設定を行います。 

 

エクスポート対象テーブルの指定 エクスポート対象のテーブルを指定します。 

エクスポートのオプション設定 エクスポートのオプションに対する設定を行います。 

エクスポートオプションファイルの読

み込み 

クライアントのローカルにあるエクスポートオプションファイルを読み込みます。 

エクスポートオプションファイルの出

力 

クライアントのローカルにエクスポートオプションファイルを出力します。 
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1.4.3.1 エクスポート対象のテーブルを指定 

1 <table>タグにエクスポートするテーブル名を指定します。 

 

<エクスポート対象のテーブルを選択する> 

複数のテーブルを指定する場合は、<table>タグを複数記述することで複数のテーブルを指定することがで

きます。複数のテーブルを指定した場合は、強制的にZIPファイルとして出力されます。 

<export-option> 

・・・ 

<table> 

     <table-name>b_m_user_b</table-name> 

</table> 

<table> 

     <table-name>b_m_user_t</table-name> 

</table> 

・・・ 

</export-option> 

 

 

テーブルのフィールド単位で出力の有無を指定可能 

<field-name>タグでフィールド単位で出力の有無を指定可能です。<table>タグに<field-name>タグ

を指定した順序に従ってcsvファイルに出力されます。 

<field-name>タグを指定しないフィールドは、CSVに出力されませんのでご注意ください。 

 

例えば、以下のように指定します。 

<table> 

   <table-name>b_m_user_b</table-name> 

   <field-name>user_cd</field-name> 

   <field-name>sort_key</field-name> 

   <field-name>notes</field-name> 

</table> 

※この設定は、[メイン]画面からは行うことができません。 
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<table-name>タグでSELECT文を指定可能 

<table-name>タグでSELECT文を指定することができます。この機能により、テーブルのデータを

エクスポートする際に条件を加えて必要な情報のみエクスポートすることができます。 

さらに、複数のテーブルからそれぞれ必要な情報を取り出してエクスポートすることも可能です。 

 

<table-name>タグでSELECT文を指定した場合は、必ず<dest-file-name>タグでテーブルのエイ

リアス名を設定する必要があります。エイリアス名を指定しない場合、エラーメッセージが表示さ

れます。 

 

例えば、以下のように指定します。 

<table> 

   <table-name>SELECT user_cd, sort_key, notes FROM b_m_user_b</table-name> 

   <dest-file-name>b_m_user_b</dest-file-name> 

</table> 

 

上記のサンプルを指定して[メイン]画面に切り替えた場合は、選択されたテーブル一覧には、エイリ

アス名が表示されます。 

 

※ <table-name>タグでSELECT文を指定した場合は、<field-name>タグを設定しないでくださ

い。 

 

 

1.4.3.2 エクスポートのオプション設定 

エクスポートのオプションは、必要に応じて適切に設定してください。 

  ファイルエンコーディング 

エクスポートしたCSVファイルのエンコーディングを指定するための設定です。環境に合わせて適切な値

を設定してください。設定可能なエンコーディングは、「アルファベット」文字をバイトシーケンスに符

号化できるエンコーディングセットであれば正常に動作します。 

 

例） 

<export-option> 

    <encoding>SJIS</encoding> 

</export-option> 
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  改行コード 

エクスポートしたCSVファイルの改行コードを指定します。環境に合わせて適切な値を設定してください。 

例） 

<export-option> 

    <newline-code>CRLF</newline-code> 

</export-option> 

 改行コードは、以下の三つ以外の指定はできませんのでご注意ください。 

 【CRLF】、【CR】、【LF】 

  日付フォーマット 

エクスポート対象のテーブルにDATE型のフィールドがある場合、このオプションに設定した日付フォー

マットで出力されます。 

例） 

<export-option> 

    <date-format>yyyy/MM/dd|HH:mm:ss</date-format> 

</export-option> 

  数値フォーマット 

エクスポート対象のテーブルに数値型のフィールドがある場合、このオプションに設定した数値フォーマ

ットで出力されます。 

例） 

<export-option> 

    <decimal-format>#</decimal-format> 

</export-option> 

  バイナリデータ 

エクスポート対象のテーブルに、バイナリのデータがあった場合、出力ファイル中に含めるかどうかを設

定します。 

 

【true】の場合、バイト配列データをBASE64でエンコードした文字列がCSVファイル内に出力されます。 

【false】の場合、バイナリファイルとして出力され、CSVファイルのエクスポートデータにはバイナリフ

ァイルへの相対パスが書き込まれます。 

例） 

<export-option> 

    <include-binary>false</include-binary> 

</export-option> 

  エクスポートファイルが１つのとき 

エクスポート対象のテーブルが１つの場合、zipで圧縮するかどうかを設定します。対象テーブルが複数の

場合は、常に圧縮されます。 

 

【false】の場合、「テーブル名.csv」ファイルとして出力されます。 

【true】の場合、ZIP圧縮して出力されます。ファイル名には、日付形式の任意の名前が付けられます。 
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例） 

<export-option> 

    <zip-file>false</zip-file> 

</export-option> 

  ZIPファイル名 

ZIP形式で出力する場合のファイル名を設定します。[ZIPファイル名]を設定しない場合、日付形式の任意

の名前が付けられます。 

例） 

<export-option> 

    <zip-file-name>export-sample</zip-file-name> 

</export-option> 

  出力開始レコード位置 

出力を開始するレコード位置を設定します。「0」が設定された場合は、テーブルの全レコードを出力しま

す。 

例） 

<export-option> 

    <start-index>0</start-index> 

</export-option> 

 制約事項 

DB2では、バイナリ（BLOB、CLOB）データを含んでいるテーブルをエクスポートする場合、[出力開始レコード位置]

オプションに「0」以外の値を指定することはできません。 

  大出力件数（件） 

大出力件数を設定します。「0」が設定された場合は、制限なしとなります。 

例） 

<export-option> 

    <max-row>1000</max-row> 

</export-option> 

  Null値の代わりの出力する文字列 

データベースのフィールドにNullがある場合に、CSV出力時にNull値に対する代替文字列を出力するため

の設定です。 

 

例えば、以下のように設定することにより、データベースのフィールドにnullがあった場合、CSVファイ

ルに[NULL]文字が出力されます。 

<export-option> 

    <null-value>[NULL]</null-value> 

</export-option> 
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  ヘッダ 

対象テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力するかどうかを設定します。 

【true】の場合、テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力します。 

【false】の場合、テーブルのフィールド名をCSVファイルに出力しません。 

 

例） 

<export-option> 

    <output-header>true</output-header> 

</export-option> 

  処理一時休止レコード数（件） 

エクスポート処理中に、一定のレコード件数ごとに処理を休止するようにします。 

つまりエクスポート処理中に、このオプションに設定された件数のレコードが読み込まれる毎に、処理が

一時休止されます。「0」が設定された場合、休止処理をを行いません。 

 

例えば、以下のように設定すると、1000件のレコードが読み込まれる毎に、処理を一時休止します。 

一時休止時間は、[処理一時休止時間（ミリ秒）]に設定された値が適用されます。 

<export-option> 

    <sleep-record-count>1000</sleep-record-count> 

</export-option> 

  処理一時休止時間（ミリ秒） 

一時休止する時間を設定します。単位はミリ秒です。 

 

例えば、以下のように設定すると、エクスポート処理を「1秒」一時休止します。 

<export-option> 

    <sleep-record-count>1000</sleep-record-count> 

</export-option> 

 

 大量のデータをエクスポートする場合は、Application Runtimeが動作しているサーバマシンのスペックや、他のプロ

セスが使用しているプロセス等の状況等によっては、メモリリソースを使い切ってしまう可能性があり、その結果

Application Runtimeが不安定な状態になることがあります。 

このような状況を回避するには、[処理一時休止レコード数（件）]、[処理一時休止時間（ミリ秒）]オプションを環境に

合わせて適切な値を設定してください。 
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1.4.3.3 エクスポートオプションファイルの読み込み 

エクスポートに関する情報は、XMLファイルとして管理しています。[export-option.xml]画面から出力

したXMLファイルや、直接作成したXMLファイル等を読み込んでエクスポートを実行することができます。

但し、クライアントのローカルにあるファイルのみの読み込みとなりますのでご注意ください。 

1 [参照]ボタンをクリックします。 

 

<エクスポートオプションファイルを読み込みます> 

2 読み込むファイルを指定して[開く]ボタンをクリックします。 

 

<エクスポートオプションファイルを指定します> 



1.4 テーブル･エクスポート 

   TableMaintenance 管理者 操作ガイド 33 

 

3 [読み込み]ボタンをクリックします。 

読み込みが正常に行われた場合、メッセージ画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックしてください。 

 

< エクスポートオプションファイルを読み込みます> 

1.4.3.4 エクスポートオプションファイルの出力 

 [export-option.xml]画面において編集されたエクスポートオプションファイルをクライアントのローカ

ルにダウンロードすることができます。 

1 [出力]ボタンをクリックします。 

 

<エクスポートオプションファイルを出力する> 
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2 [ファイルのダウンロード]画面の[保存]ボタンをクリックして表示されるウィンドウから、ダウンロードするディ

レクトリを指定してください。 

 

<エクスポートオプションファイルをウンロードする> 

1.4.4 テーブルのデータを参照 

1 [TableMaintenance]メニューから[エクスポート]をクリックします。 

［テーブル・エクスポート］画面が表示されます。 

 

< [テーブル・エクスポート]画面> 
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2 [ターゲットテーブルの選択]でエクスポート対象のテーブルを選択します。 

 

<エクスポート対象のテーブルを選択する> 

3 [選択されたテーブル]でデータを参照するテーブルをダブルクリックします。 

 

<テーブルのデータを参照する> 
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4 [データ参照一覧]で指定したテーブルのデータを確認します。 

 

<[データ参照一覧]画面> 

テーブル名 選択したテーブルの名称を表示します。 

表示件数/全件数 表示件数 ： データ参照一覧に表示されるデータの件数 

全件数 ： 選択したテーブルの全件数 

No.（インデックス） データのインデックスを表示します。 

カラム物理名 選択したテーブルのカラム名が表示されます。 

テーブルのデータ 選択したテーブルのデータが表示されます。 

 

 

データ参照の表示件数の設定変更 

conf/parameter.xmlで、以下のような設定を行うことができます。 

 

<param> 

   <param-name>tm.table.preview.max_row</param-name> 

   <param-value>50</param-value> 

</param> 

 

データ参照一覧にて表示されるデータの 大件数を設定します。デフォルトでは、 大50件がデー

タ参照一覧に表示されます。 

 [export-option.xml]画面で<table-name>タグにSELECT文を指定した場合は、データ参照一覧にSELECT文を実行

した結果が表示されます。 

 [export-option.xml]画面で<table>タグの子ノードとして<field-name>タグを指定した場合でも全フィールド情報が表

示されます。 

 DB2では、バイナリデータを表示することはできません。 
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1.5 テーブル・インポート 

1.5.1 概要 
テーブル・エクスポートで書き出しておいたインポートファイル（CSV形式のファイル又は、CSV形式の

ファイルを含んでいるZIPファイル）をTableMaintenance機能でインポートすることができます。 

テーブル・インポート機能は、ログイングルプ管理者のみ行うことができます。 

 インポートするファイルの文字コードはイントラマートの文字コードと同じ文字コードである必要があります。 

  文字コードが異なると、インポートしたデータの文字化けが発生する可能性があります。 

 

データベースにインポートされるイメージを以下に示します。 

  インポート機能の基本設定 

対象テーブルの主キーに同じデータが既に存在する場合、更新処理を行います。 

主キーに同じデータが存在しない場合は、新規登録処理を行います。 

user_cd, account_flag, notes, sort_key
“ueda”, ”1”, ””, 1
“aoyagi”, “1”, “”, 2
“hayashi”, “1”, ””, 3

b_m_user_b.csv

21aoyagi

11ueda

sort_keynotesaccount_flag

21aoyagi

11ueda

sort_keynotesaccount_flag

b_m_user_b

更新

新規

INSERT又は、UPDATE

 

<基本設定のインポート機能> 

 主キーを更新してインポートすることもできます。詳細は、[1.5.3.2 インポートのオプション設定]の「インポートリスナ」

を参考してください。 

 

インポート機能では、以下のインポートモードをサポートします。 

  インサート・モード 

CSVファイルのデータをインポートするとき、全てのデータをINSERT文で処理します。 

  洗い替えモード 

CSVファイルのデータをインポートする前に、対象のテーブルのレコードを全て削除し、INSERT文で処

理します。 
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対応データ型 

テーブル・インポート機能では、データを文字列型、数値型、日付/時間系、バイナリ系の４種類で

扱います。以下に、データベース上のフィールドの型との対応関係を示します。 

 java.sql.Types 

数字系 

Types.NUMERIC,   Types.SMALLINT,    Types.INTEGER,  

Types.BIGINT,     Types.DECIMAL,     Types.FLOAT, 

Types.REAL,,      Types.DOUBLE,      Types.TINYINT 

日付/時間型 Types.DATE,      Types.TIMESTAMP,   Types.TIME 

バイナリ系 Types.BINARY,    Types.BLOB,   Types.CLOB,   Types. LONGVARBINARY 

文字列型 その他全て 

※数値系、日付/時間系、バイナリ系以外のデータ型は、全て文字列系としてインポート処理を行い

ます。 

 java.sql.Typesクラスを利用してデータベースのフィールドのタイプを識別します。 

1.5.2 データベースにデータをインポートする 

1 [TableMaintenance]メニューから[インポート]をクリックします。 

［テーブル・インポート］画面が表示されます。 

 

<[テーブル・インポート]画面> 
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2 接続するデータベースを選択します。 

接続先として、システムデータベースまたはログインしているログイングループ用のデータベースを選択

します。選択した接続IDと紐づいたデータベース上のテーブルにデータをインポートします。 

 

<接続するデータベースを選択する> 

3 インポート・ファイルを指定します。 

CSV形式のファイル又は、CSV形式のファイルを含んでいるZIPファイルを指定します。 

 

ローカル [参照]ボタンをクリックしてクライアントのローカルにあるデータファイルを指定し

ます。 

ストレージ ストレージサービスのstorageからの相対パスで指定します。 

 ストレージのテキストボックスに「/」を入力すると、ディレクトリを含むデータファイルを指定することができます。 

例えば、"sample/sample-export.zip"入力すると、次のデータファイルを示します。 

 

%intra-martインストールディレクトリ%/storage/sample/sample-export.zip 
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4 インポートのオプションを設定する。 

［オプション設定］を押下するとオプション設定項目が表示されます。 

 

<インポートのオプションを設定する> 

インポートのオプションは、必要に応じて適切に設定してください。 

[メイン]画面から変更された内容は、[import-option.xml]タグに切り替えると動的に反映されます。 

オプション設定 インポートに関連する設定を行います。 

ファイルエンコーディング CSVファイルのエンコーディングを指定するための設定です。CSVファイルのエ

ンコーディングとイントラマートのエンコーディングを確認した上で指定してくださ

い。 

 

大エラーサイズ インポート処理中エラーが発生した場合の処理中止件数を設定します。 

インポートに失敗したデータ件数が設定値を超えた場合、インポートを中止しま

す。 

例）10件を設定した場合 

発生したエラーが10件を超えた場合、インポート実行中のCSVファイルのインポ

ート処理を中止して次のCSVファイルのインポート処理を行います。 

中途コミット件数間隔(件) 設定された件数のデータをインポートするごとにコミットを行います。「0」が設定

された場合は、インポート処理の 後に一度だけコミット処理を行います。 

処理一時休止レコード数(件) 設定したレコード件数ごとに処理を一時休止するようにします。「0」が設定された

場合、休止処理をを行いません。 

処理一時休止時間（ミリ秒） 一時休止する時間を設定します。 

単位はミリ秒です。 

日付フォーマット インポート対象のテーブルにDATE型のフィールドがある場合、このオプションに

設定した日付フォーマットでインポートされます。 

数値フォーマット インポート対象のテーブルに数値型のフィールドがある場合、このオプションに

設定した数値フォーマットでインポートされます。 
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Null値として扱う文字列 Null値として扱う文字列を設定します。 

設定された文字列がインポートデータ中に存在した場合、その値はNull値として

扱われます。この設定は、データベースのデータ型が文字列型以外の場合のみ

適応します。 

Null値として扱う文字列（文字列型

用） 

Null値として扱う文字列を設定します。 

データベースのデータ型が文字列型の場合、設定された文字列がインポートデ

ータ中に存在した場合、その値はNull値として扱われます。 

インサート・モード インサート・モードを設定します。 

【有効】 CSVファイルのデータをインポートするとき、全てのデータを新規登録で

処理します。 

【無効】 対象テーブルの主キーに同じデータが既に存在する場合、更新処理を

行います。主キーに同じデータが存在しない場合は、新規登録で処理します。 

洗い替えモード 洗い替えモードを設定します。 

【有効】 CSVファイルのデータをインポートする前に、対象のテーブルのレコード

を全て削除し、INSERT文で処理します。 

【無効】 対象テーブルの主キーに同じデータが既に存在する場合、更新処理を

行います。主キーに同じデータが存在しない場合は、新規登録で処理します。 

エラーデータ存在時のコミット エラーデータが存在するときのコミット実行に関する設定を行います。 

【有効】 インポートに失敗したデータが１件以上、 大エラー件数以内の場合

に、他の成功したデータをコミットします。 

【無効】 インポート処理に失敗したデータが１件でも存在した場合はコミットを行

いません。 

※但し、中間コミット件数間隔の設定が優先されます。 

 大量のデータをエクスポートする場合は、Application Runtimeが動作しているサーバマシンのスペックや、他のプロ

セスが使用しているプロセス等の状況等によっては、メモリリソースを使い切ってしまう可能性があり、その結果

Application Runtimeが不安定な状態になることがあります。このような状況を回避するには、 [中途コミット件数間

隔(件)]、[処理一時休止レコード数（件）]、[処理一時休止時間（ミリ秒）]オプションを環境に合わせて適切な値を設

定してください。 

5 [テーブル･インポート]画面の[実行]ボタンをクリックします。 

インポートを実行すると、テーブルにインポートされた情報が表示されます。 

 

<インポートを実行する> 
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1.5.2.1 インポートの進捗を確認する 

インポートする際に、このオプションを指定することにより、インポートの進捗を確認することができま

す。 

 

<インポートの進捗を確認する> 

1.5.3 インポート設定をファイルで管理する 
テーブルのインポートに対する設定は、[import-option.xml]画面において直接XML形式で編集すること

ができます。この画面では以下のような設定を行います。 

 

CSVファイルとテーブルのマッピング ファイルとインポート先のテーブルを明示的に関連付けます。 

インポートのオプション設定 インポートのオプションに対する設定を行います。 

インポートオプションファイルの読み

込み 

クライアントのローカルにあるインポートオプションファイルを読み込みます。 

インポートオプションファイルの出力 クライアントのローカルにインポートオプションファイルを出力します。 
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1.5.3.1 CSVファイルとインポート先のテーブルを明示的にマッピング 

1 <file>タグにCSVファイルとインポート先のテーブルの関連付けをします。 

 

<CSVファイルとインポート先のテーブルをマッピングする> 

<file>タグの子ノードとして<file-name>タグにCSVファイルの名前を記述して<import-table-name>タ

グにインポート先のテーブル名を記述すると、CSVファイルのデータは、指定されたテーブルにインポー

トされます。 

<import-option> 

・・・ 

<file> 

      <file-name>user.csv</file-name> 

      <import-table-name>b_m_user_b</import-table-name> 

</file> 

<file> 

      <file-name>user_term.csv</file-name> 

      <import-table-name>b_m_user_t</import-table-name> 

</file> 

</import-option> 

 <import-table-name>タグを指定しない場合は、ファイル名と同じテーブルにインポートします。また、<file>タグで指

定された順番でインポートを実行します。 
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1.5.3.2 インポートのオプション設定 

インポートのオプションは、必要に応じて適切に設定してください。 

  ファイルエンコーディング 

CSVファイルのエンコーディングを指定するための設定です。この設定は、CSVファイルのエンコーディ

ングとイントラマートのエンコーディングを確認した上で指定してください。 

例） 

<import-option> 

  <encoding>MS932</encoding> 

</import-option> 

 

 指定されたエンコーディングとCSVファイルのエンコーディングが異なると、インポートしたデータの文字化けが発生

する可能性がありますのでご注意ください。 

  大エラーサイズ 

インポート処理中エラーが発生した場合の処理中止件数を設定します。 

インポート処理中インポートに失敗したデータ件数が、設定値を超えた場合、インポートを中止します。 

デフォルト設定では、50が設定されます。 

 

例）以下のように設定すると、発生したエラーが10件を超えた場合、インポート実行中のCSVファイル

のインポート処理を中止して次のCSVファイルのインポート処理を行います。 

<import-option> 

  <max-error-size>10</max-error-size> 

</import-option> 

  中途コミット件数間隔(件) 

設定された件数のデータをインポートするごとにコミットを行います。「0」が設定された場合は、インポ

ート処理の 後に一度だけコミット処理を行います。 

但し、オートコミットが設定されている場合は、この設定は無効です。 

 

例）以下のように設定すると、インポートデータが1000件ごとにコミット処理を行います。 

<import-option> 

  <interval-commit-count>1000</interval-commit-count> 

</import-option> 
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  処理一時休止レコード数(件) 

設定したレコード件数ごとに処理を一時休止するようにします。 

「0」が設定された場合、休止処理を行いません。 

 

例）以下のように設定すると、インポートデータが3000件ごとに一時休止します。一時休止時間は、[処

理一時休止時間（ミリ秒）]に設定された時間が適用されます。 

<import-option> 

  <sleep-record-count>3000</sleep-record-count> 

</import-option> 

  処理一時休止時間（ミリ秒） 

一時休止する時間を設定します。単位はミリ秒です。 

 

例）以下のように設定すると、0.5秒一時休止します。 

<import-option> 

  <sleep-time>500</sleep-time> 

</import-option> 

  日付フォーマット 

インポート対象のテーブルにDATE型のフィールドがある場合、このオプションに設定した日付フォーマ

ットでインポートされます。 

 

例） 

<import-option> 

  <date-format>yyyy/MM/dd|HH:mm:ss</date-format> 

</import-option> 

  数値フォーマット 

インポート対象のテーブルに数値型のフィールドがある場合、このオプションに設定した数値フォーマッ

トでインポートされます。 

 

例） 

<import-option> 

  <decimal-format>#</decimal-format> 

</import-option> 

  Null値として扱う文字列 

Null値として扱う文字列を設定します。 

設定された文字列がインポートデータ中に存在した場合、Null値として扱われます。この設定は、データ

ベースのデータ型が文字列型以外の場合のみ適応します。 

 

例）以下のように設定すると、CSVファイルのデータに"[NULL]"という文字列がある場合、対象のテー

ブルフィールドにSQL NILLをインポートします。 

<import-option> 

  <null-value>[NULL]</null-value> 

</import-option> 
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  Null値として扱う文字列（文字列型用） 

Null値として扱う文字列を設定します。 

データベースのデータ型が文字列型の場合、設定された文字列がインポートデータ中に存在した場合、そ

の値はNull値として扱われます。 

 

例）以下のように設定すると、CSVファイルのデータに"[NULL-STRING]"という文字列がある場合、対

象のテーブルフィールドにSQL NULLをインポートします。 

<import-option> 

  <null-value-for-string>[NULL-STRING]</null-value-for-string> 

</import-option> 

  インサート・モード 

インサート・モードを設定します。 

  

【true】の場合 

CSVファイルのデータをインポートするとき、全てのデータを新規登録で処理します。 

【false】の場合 

対象テーブルの主キーに同じデータが既に存在する場合、更新処理を行います。主キーに同じデータが

存在しない場合は、新規登録で処理します。 

 

例） 

<import-option> 

  <insert-mode>true</insert-mode> 

</import-option> 

 インサート・モードをtrueに設定した場合、主キーが同じデータが既に存在していた場合は、一意制約違反として処

理されます。 

  洗い替えモード 

洗い替えモードを設定します。 

 

【true】の場合 

CSVファイルのデータをインポートする前に、対象のテーブルのレコードを全て削除し、新規登録処理

を行います。 

【false】の場合 

対象テーブルの主キーに同じデータが既に存在する場合、更新処理を行います。主キーに同じデータが

存在しない場合は、新規登録で処理します。 

 

例） 

<import-option> 

  <replace-all-mode>true</replace-all-mode> 

</import-option> 
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  エラーデータ存在時のコミット 

エラーデータが存在するときのコミット実行に関する設定を行います。 

 

【true】の場合 

インポートに失敗したデータが１件以上、 大エラー件数以内の場合に、他の成功したデータをコミッ

トします。 

【false】の場合 

インポート処理に失敗したデータが１件でも存在した場合はコミットを行いません。 

※但し、オートコミット及び、中間コミット件数間隔の設定が優先されます。 

 

例） 

<import-option> 

  <commit-with-error>false</commit-with-error> 

</import-option> 

  オートコミット 

オートコミットを設定します。 

 

【true】の場合 

 インポートデータが１件ごとにコミット処理を行います。 

【false】の場合 

 インポート処理の 後に一度だけコミット処理を行います。 

 

例） 

<import-option> 

  <auto-commit>false</auto-commit> 

</import-option> 

  インポートリスナ 

インポート機能では、インポートを行う際に固有の処理をアドオンすることができます。標準では、以下

のインポートリスナをサポートします。 

※固有のインポートリスナを作成する場合は、「TableMaintenanceのAPI」を参考してください。 

 

default 標準のインポートリスナです。インポートを行う際にアドオン処理を行わない。 

pkupdate 主キーの更新をするためのインポートリスナです。 

主キーのデータが次のフォーマットの場合、データをテーブル上の既存の値と更

新用の新しい値に分割します。 

[古い値][セパレータ][新しい値] 

セパレータは、デフォルトでは「->」です。 

例) 001を002に更新する場合 

001->002 

 

リスナの指定は、以下を参考してください。 

<listener>タグの子ノードとして<listener-name>にインポートリスナ名を記述します。 

<target-table-name>には、アドオン処理の対象テーブルを指定します。 

 

 ueda を sato に更新します。 

 aoyagi を koizumi に更新します。 
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＜例＞ CSV形式の場合  

user_cd,account_flag,notes,sort_key,record_user_cd,record_date 

ueda->sato,1,一般社員ユーザー,1,intramart,2007/07/27|00:00:00 

aoyagi->koizumi,1,開発リーダー,2,intramart,2007/07/27|00:00:00 

hayashi,1,アドバイザー,3,intramart,2007/07/27|00:00:00 

 

<import-option> 

   ・・・ 

<listener> 

      <listener-name>pkupdate</listener-name> 

      <target-table-name>b_m_*</target-table-name> 

   </listener> 

</import-option> 

 

 

インポートリスナ設定項目を[メイン]タグに表示する 

conf/parameter.xmlで、以下のような設定を行うことができます。 

 

<param> 

   <param-name>tm.listener.display</param-name> 

   <param-value>true</param-value> 

</param> 

 

[true]を設定すると、[メイン]画面にインポートリスナの項目を表示します。 

[false]の場合は、[メイン]画面にインポートリスナの項目が表示されません。 

デフォルト設定では、[false]となります。 
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1.5.3.3 インポートオプションファイルの読み込み 

インポートに関する情報は、XMLファイルとして管理しています。[import-option.xml]画面から出力し

たXMLファイルや、直接作成したXMLファイル等を読み込んでインポートを実行することができます。 

但し、クライアントのローカルにあるファイルのみの読み込みとなりますのでご注意ください。 

1 [参照]ボタンをクリックします。 

 

<インポートオプションファイルを読み込みます> 

2 読み込むファイルを指定して[開く]ボタンをクリックします。 

 

<インポートオプションファイルを指定します> 
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3 [読み込み]ボタンをクリックします。 

読み込みが正常に行われた場合、メッセージ画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックしてください。 

 

<インポートオプションファイルを読み込みます> 

1.5.3.4 インポートオプションファイルの出力 

[import-option.xml]画面において編集されたエクスポートオプションファイルをクライアントのローカ

ルにダウンロードすることができます。 

1 [出力]ボタンをクリックします。 

 

<インポートオプションファイルを出力する> 
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2 [ファイルのダウンロード]画面の[保存]ボタンをクリックしてタウンロードするディレクトリを指定してください。 

 

 

<インポートオプションファイルをウンロードする>



 

 

 

 Ｔ 
TableMaintenance ......................................... 2 

 い 
一般ユーザにテーブルの編集権限を与える ..... 8 

 て 
テーブルにデータを追加する ...................... 12 
テーブルの設定を変更する ............................ 8 
テーブルのデータを削除する .................18, 37 
テーブルのデータを編集する ...................... 14 
テーブルを追加する ...................................... 3 
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