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1. はじめに 
 

1.1. データビューアーとは？ 
 
Platioを利用するには 3つのステップがあります。 

 
このガイドはステップ③で利用するデータビューアーの操作を説明します。 

 
①Platio Studioでアプリを作成・配信した後、②Platioアプリでデータ入力・閲覧することを前提とした
データ管理をデータビューアーで行う操作について解説します。 
データビューアーでは、登録済みのレコードを表示・編集したり、CSVファイルを利用して一括でレコー
ドを登録したり(インポート)、ファイルに一括で出力したり(エクスポート)することができます。 
①②については利用ガイドを参照してください。 
＜利用ガイド＞ 
https://plat.io/ja/support/guide 
 
  

Platioアプリ 
（モバイル端末で利用） 

Platio Studio 
（パソコンのWebブラウザ 

から利用） 

データビューアー  
（パソコンのWebブラウザ 

から利用） 

② 

③ 

① 

本ガイドで 
説明する部分 

① 作 る （モバイルアプリを作る） 

② 使 う （モバイルアプリを使う） 

③ 見 る （収集したデータを見る） 

https://plat.io/ja/support/guide
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 データビューアーでの注意事項 
 
データビューアーと Platioアプリでは、同じ動作をしないものがあります。 
 
 データビューアーでのレコード作成時に計算フィールドは動作しません。 
 データビューアーでのレコード作成時に初期値は設定されません。 
 
 データビューアーのよくあるご質問 

 
データビューアーについてよくあるご質問は、ヘルプセンターの FAQに公開しています。 
下記リンクよりご参照ください。 
https://plat.io/ja/faq_category/dataviewer 
 
 
 
  

https://plat.io/ja/faq_category/frequent
https://plat.io/ja/faq_category/dataviewer
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1.2. ミニアプリとデータポケット 
 
データビューアーの解説の前に Platioの用語を確認しておきます。 
 
Platioは、複数の異なるデータ（レコード）を管理することができ、データを入力・表示する部分を
「データポケット」と呼びます。「ミニアプリ」に複数の「データポケット」を含めることができます。 
 
各製品では、ミニアプリを開いてデータポケットを操作します。 
 
 ＜Platio Studio＞ミニアプリ・データポケットを作成する 

 
 ＜Platioアプリ＞データポケットでデータを入力・閲覧する 

 
 ＜データビューアー＞データポケットでデータを入力・閲覧する 
 

 
 
  

Platio 
Studio 

ログイン ミニアプリの 
一覧 

データポケットの一覧 
１つの 
ミニアプリを 

 

スマートフォン 
iPad 

ミニアプリへ 
ログイン 

データポケット 
入力・表示画面 

データポケットの一覧 メニューを 
タップ 

データ  
ビューアー 

ミニアプリへ 
ログイン 

データポケット 
一覧 

データポケットの 
レコード一覧 

１つの 
データポケットを 

ひらく 
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1.3. データビューアーにログイン 
 
データビューアーを使うとき、ログイン画面を表示する方法は以下の２つがあります。 
 
 Platio Studioからログイン 
ミニアプリをクリックし、データポケット一覧の右メニューをクリック 

 招待メールからログイン 
メールアプリで届いた招待メールの本文からリンクをクリック 

 
※ 一度アクセスした後はブックマークしておくと次回からのアクセスに便利です。 
※ Platio Studioにログインしている Studioユーザーと、データビューアーにログインするユーザーは種
類が異なるアカウントです。データビューアーにはミニアプリのユーザーでログインします。 

 
 Platio Studioからログイン 

 
1. Platio Studioでミニアプリのデータポケット一覧を表示し、右メニューの「データビューアー」をク
リックします。 

 
2. データビューアーのログイン画面が表示されます。アプリユーザー名とパスワードを入力してログイン
をクリックします。 
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 招待メールからログイン 
 
1. Platio Studioでユーザーを追加時に招待メールが送信されます。PC端末のメールソフトを立ち上げ
て、招待メールを開き、メール本文にあるミニアプリを直接開くミニアプリ名のリンクをクリックしま
す。 

 
2. Webブラウザが起動し、データビューアーのログイン画面が表示されます。アプリユーザー名とパス
ワードを入力してログインをクリックします。 
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2. ホーム（データポケット一覧） 
 
ログインするとホーム画面にデータポケット一覧が表示されます。 
ユーザーが管理者の場合、すべてのデータポケットが表示されます。ユーザーが管理者でない場合、プロ
ファイルで指定したデータポケットのみが表示されます。 
※ 副データポケットを使用するユーザーでログインした場合も主データポケット名で表示されます。 
※ データポケットからレコード選択フィールドで別のデータポケットのフィールドを参照していると

き、データビューアーでは選択元の別のデータポケットがプロファイルに設定されていない場合でも
表示されます。 

 
① トップメニュー 
クリックするとメニューが表示されます。 

 
  

クリック 

② 

③ 

① 
ミニアプリ名 

ログインしている 
ユーザー名 

データポケット一覧 レコードの 
最終更新日
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設定 
アバター、パスワードやメールアドレスの変更などユーザーの設定を行います。 

 
プッシュ通知 
データビューアーへログインしたユーザーが管理者の場合、指定したユーザーへ任意のメッセージをプッ
シュ通知で送信することができます。 
※ ユーザーを管理者にするには、Platio Studioでミニアプリのユーザー情報で「管理者」の設定をオン

にしてください。 

 
ミニアプリの設定でプッシュ通知が無効の場合、下図のように表示されます。設定を有効にしてくださ
い。 

 
プッシュ通知を有効にするには、Platio Studioのミニアプリの設定で「プッシュ通知を有効にする」を
オンにし、ミニアプリを再度配布します。 
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配布後、データビューアーのブラウザ画面を再読み込みする、またはログアウトしてログインし直すと
プッシュ通知の画面が表示されます。 

 
開発者情報 
データビューアーへログインしたユーザーが APIでのアクセスを許可されている場合、Platioで APIを使
用するために必要な情報が表示されます。 

 
ユーザーの設定で許可されていない場合、下図のように表示されます。設定で許可してください。 
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開発者情報を表示するには、Platio Studioでミニアプリのユーザー情報で「レコードや添付ファイルへ
の APIでのアクセスを許可」の設定をオンにしてください。 
 
設定後、データビューアーのブラウザ画面を再読み込みする、またはログアウトしてログインし直すと開
発者情報の画面が表示されます。 

 
ログアウト 
データビューアーをログアウトします。 
 
② グラフ 
Platio Studioでデータポケットにグラフを追加した場合にグラフアイコンが表示されます。クリックする
とグラフ画面が表示されます。 
グラフについては、Platio Studioガイドの「12. グラフ」を参照してください。 
 
③ リンク集 
製品に関連したWebページへのリンク集です。 
お問い合わせの際は、「お問い合わせ」をクリックしてお客様ログインページからご連絡ください。 
 
 
 
 
 

  

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/Platio_Studio_Guide.pdf
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3. レコードリスト 
 
データポケット一覧からデータポケット名をクリックするとレコードリストが表示されます。 

 
① ナビゲーション 
クリックするとデータポケット一覧が表示され、別のデータポケットのレコードリストへジャンプできま
す。 

 
② トップメニュー 
ホーム画面と同じメニューが表示されます。メニューについては、本ガイドの「3. レコードリスト」を参
照してください。 
 
③ ページ操作 
1画面につきレコードは 30件表示されます。最初、最後またはページ番号をクリックすると該当ページ
が表示されます。 
 
④ レコード数 
データポケットに登録されたレコード数が表示されます。 
 
⑤ 列の固定 
固定する列の数を指定します。 
 
  

② 

③ 

① 

⑤ ➃ ⑥ 
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⑥ リンク集 
製品に関連したWebページへのリンク集です。 
お問い合わせの際は、「お問い合わせ」をクリックしてお客様ログインページからご連絡ください。 
 

 レコードリスト画面 
 
レコードリストでは、レコードの作成、表示、編集、検索、ソート、削除やエクスポート・インポートを
操作することができます。 
※ ユーザーが管理者または各データポケットに設定された権限によって、表示されるレコードやできる操
作が異なり、メニューが表示されないことがあります。表示・操作できない場合は、Platio Studioか
らユーザー情報で管理者か、または各データポケットの設定で権限を確認してください。 

 
 フィールドの表示幅の変更 
 
レコードリストでフィールドの表示幅を変更するには、見出し行のフィールド名の間のバーにカーソルを
当て、色が変わったときにクリックしてドラッグします。 
色が変わったときにダブルクリックすると、横スクロールバーが表示されているときは列幅が自動的に調
整されます。 
 

 
  

表示 編集 

フィールドの表示幅の変更 

固定する列数の変更 

クリックしてドラッグまたはダブルクリック 
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 固定する列数の変更 
 
固定する列数を「なし」または先頭からの列数「１」「２」「３」のいずれかで指定できます。初期値は
「なし」です。 
「１」「２」「３」のいずれかを指定すると、横スクロールしたとき、先頭から指定された数分の列が固
定表示された状態になります。 
 
 グラフを表示 
 
Platio Studioでデータポケットにグラフを追加した場合、レコードリストとグラフの表示を切り替えるリ
ストが表示されます。 
グラフについては、Platio Studioガイドの「12. グラフ」を参照してください。 

 
表示を切り替えるには、リストで選択します。 

 
データビューアーでのグラフ表示については、Platio Studioガイドの P76「12.2. データビューアーでグ
ラフを表示」を参照してください。 
 

  

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/Platio_Studio_Guide.pdf
https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/Platio_Studio_Guide.pdf
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 レコードの作成/表示/編集 
 
レコードの作成 

 
レコードリスト画面で「作成」をクリックします。 

 
フィールドに値を入力・選択して「保存」をクリックします。 
ユーザーが管理者の場合、右上にレコード作成者のユーザーを指定できる項目が表示されます。 
※ データビューアーでのレコード作成時に計算フィールドは動作しません。 
※ データビューアーでのレコード作成時に初期値は設定されません。 
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レコードの表示 
 
レコードリストで表示アイコンをクリックします。 

 
レコードの各フィールド値が表示されます。 
編集または削除するには、右上の「編集」または「削除」をクリックします。 
画面右下に、レコード ID、レコード作成者、作成時間、レコード更新者、更新時間が表示されます。 

 
  

表示 
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レコードの編集 
 
レコードリストで編集アイコンをクリックします。 

 
レコードの各フィールド値が編集可能な状態で表示されます。 
編集した後に保存するには、右上の「保存」をクリックします。 
画面右下に、レコード ID、レコード作成者、作成時間、レコード更新者、更新時間が表示されます。 

 
 

  

編集 
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3.2. レコードの並び替え（ソート） 
 
レコードリストで並び替えに指定できるフィールドは、Platio Studioの各フィールドプロパティで「ソー
ト可能」をオンにしたフィールドです。フィールドプロパティについては、ミニガイド「フィールドプロ
パティ概要」を参照してください。 
 
レコードリストでフィールド値をキーに並び替えするには、以下の２つの方法があります。 
① レコードリストの見出しでフィールド名横にあるソートアイコンをクリック 
② 右上メニューにあるソートリストをクリック 
ソートリストは、ソート可能なフィールド名と以下の項目で並び替えを指定できます。 
 作成者 
 作成日時 
 更新者 
 更新日時（初期設定） 
 
 
ソートアイコンをクリックまたはソートリストで選択する度に、昇順と降順に切り替わります。 

 
 

  

② ① 

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
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3.3. レコードの検索（絞り込み表示） 
 
検索バーでは、フィールド値と更新日時を指定して検索することができます。 
検索結果で絞り込み表示したレコードを、まとめて削除したりエクスポートしたりできます。 
削除、エクスポートについては、本ガイド「3.4. レコードの削除」、「4. エクスポート」を参照してく
ださい。 
 
レコードリストでフィールド値をキーにしてレコードの検索を行うときに指定できるフィールドは、
Platio Studioの各フィールドプロパティで「検索可能」をオンにしたフィールドです。フィールドプロパ
ティについては、ミニガイド「フィールドプロパティ概要」を参照してください。 
 
レコードリストの検索バーをクリックします。 

 
検索バーでは、検索可能なフィールド名と更新日時の「この日以降に更新」「この日以前に更新」を指定
できます。 

 
 日時を検索 
 
検索バーで、日時系フィールドまたは更新日時の「この日以降に更新」「この日以前に更新」をクリック
し、表示されたカレンダーで日時を指定します。 
 
① 日時系フィールドをクリックします。 

 
  

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
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② 検索したい条件をクリックします。 

 
③ 表示されたカレンダーで日時をクリックまたは直接入力します。 

日時を直接入力することもできます。この場合、日付や時刻は提示した桁数を合わせてください。 
0を省略することはできません。 
誤り⇒正しい例） 
2022-1-9 ⇒ 2022-01-09 
9:30 ⇒ 09:30:00 

 
④ 設定された検索条件で検索する場合は、条件をクリックします。 

 
条件を追加する場合は、続けてフィールドまたは更新日時をクリックします。 
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続けて選択していくことで複数の条件を設定することができます。 

 
日時フィールドや時間フィールドの場合、時間を指定できます。 

 
 テキスト・数値を検索 
 
検索バーで、フィールドを選択する方法は前述した「日時を検索」と同じです。 
表示された条件を選択し、続けて検索語を入力して Enterキーを押下します。 

 
 スイッチを検索 
 
検索バーで、フィールドを選択する方法は前述した「日時を検索」と同じです。 
表示された条件を選択し、続けて検索語を入力して Enterキーを押下します。 
スイッチがオンを検索するには「true」、オフを検索するには「false」を検索語に入力します。 
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3.4. レコードの削除 
 
レコードの削除は、レコードの表示画面またはレコードリストから行うことができます。 
※ レコードの表示画面からの削除は、本ガイド「3.1. レコードリスト」の「レコードの表示」を参照し

てください。 
 
レコードリストの画面右下にレコード数が表示されます。削除の前後でレコード数を確認できます。 

 
 レコードリストで選択して削除 

 
レコードリスト右のチェックボックスで削除したいレコードをチェックして「削除」をクリックします。 
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 レコードリストでまとめて削除 
 
レコードリスト上部右にあるチェックボックスをチェックして「削除」をクリックすると削除対象の確認
メッセージが表示されます。 

 
選択したレコードを削除 

 
１画面内でチェックしたレコードが削除されます。1画面内に表示される 30件以上のレコードが存在す
る場合、画面内の 30件のレコードが削除されます。 

 
検索条件にマッチするレコードを全て削除 

 
検索条件にマッチするレコードを全て削除します。1画面内に表示される 30件以上のレコードが存在す
る場合でも、マッチした全てのレコードが削除されます。 
検索条件を指定していない場合、登録されているレコードが全て削除されます。 
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4. エクスポート 
 
データビューアーに登録したレコードは、Excelまたは CSVの形式でエクスポートできます。 
Excel形式では、集めたレコード情報を報告や分析を行うことに利用できます。CSV形式は、バックアッ
プや一括更新、または、別の組織へレコードを移行する場合などに利用できます。 
 
検索条件にマッチするレコードのみをエクスポートすることができます。検索条件にマッチしたレコード
を表示した状態でエクスポートしてください。検索については、本ガイド「3.3レコードの検索（絞り込
み表示）」を参照してください。 
 
エクスポートするには、データポケットのレコード一覧画面で「エクスポート」をクリックします。 

 
レコードのエクスポート画面が表示されます。 

 
レコードに日時フィールドがある場合には、エクスポート画面でタイムゾーンの設定が表示されます。 
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4.1. レコードのエクスポート画面のオプション 
 
レコードのエクスポート画面のオプションを説明します。 
 
 ファイル形式 
 
Excel(xlsx)または CSVの形式を指定でき、画像フィールドなどの添付ファイルがある場合は ZIP形式で
Excel(xlsx)または CSVのデータと添付ファイルをエクスポートできます。 
一括登録・一括更新やデータの移行に利用したい場合は、CSV形式を選択します。 

 
レコードに日時フィールドがある場合は、「タイムゾーン」オプションが表示されます。さらに、「ファ
イル形式」で「CSV」または「CSVと添付ファイル」を選択すると、「日時のフォーマット」オプション
が表示されます。 
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 作成者、更新日時などの情報を含める 
 
「作成者、更新日時などの情報を含める」オプションをオンにすると、エクスポート時に作成者、作成日
時、更新者、更新日時の各フィールドが出力されます。「ファイル形式」に CSVを指定すると、次項の用
途オプションによって、別のフィールド名でエクスポートされます。次項の用途オプションを参照してく
ださい。 
 
「作成者、更新日時などの情報を含める」オプションをオンにすると、「タイムゾーン」オプションが表
示されます。 
日時系フィールドが存在するデータポケットには初期画面でタイムゾーンが表示されます。 

 
 用途 
 
ファイル形式が CSVの場合に「用途」オプションを指定できます。クリックすると用途を選択できます。 
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「用途」の概要と、「作成者、更新日時などの情報を含める」によってエクスポートするファイルの内容
を、テンプレート「施設巡回点検」の巡回場所ミニアプリを例にして説明します。 

 
用途が「汎用」 

汎用的な CSV形式ファイルをエクスポートします。 
 
「作成者、更新日時などの情報を含める」がオフの場合 

各フィールド名とレコードが出力されます。 
例） 
“巡回場所 ID”,”場所名”,”QRコード生成” 
“NTB10E01”,”NTビル 1階中央入口”,”qrcode.png” 

 
「作成者、更新日時などの情報を含める」がオンの場合 

各フィールド名と作成者、作成日時、更新者、更新日時が追加されて出力されます。 
例） 
“巡回場所 ID”,”場所名”,”QRコード生成”,”作成者”,”作成日時”,”更新者”,”更新日時” 
“NTB10E01”,”NTビル 1階中央入口”,”qrcode.png”,”user”,”2020/02/21 14:53:52”,”user”,”
2020/02/21 14:53:53” 

 
用途が「レコード更新用」 

ここでエクスポートしたファイルをインポートでレコードを一括更新する場合に選択します。 
レコード IDを指定して同じレコード IDのレコードを更新するための CSV形式ファイルを準備します。 
「レコード更新用」を選択してエクスポートすると、”_id”フィールドが追加されてレコード IDが出力さ
れます。添付ファイルのフィールドは出力されません。 
「作成者、更新日時などの情報を含める」オプションは表示されません。 
例） 
“巡回場所 ID”,”場所名”,”_id” 
“NTB10E01”,”NTビル 1階中央入口”,”rett2wootobaf7h2mrdfw5un4sm” 
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用途が「レコードコピー用」 
ここでエクスポートしたファイルを別のデータポケットに移行する等の場合に選択します。インポートで
レコードを一括コピーするための CSV形式ファイルをエクスポートします。 
 
移行時に、移行元のレコード作成者を引き継ぎたい場合には、「レコードコピー用」を選択して「作成
者、更新日時などの情報を含める」をオンにしてエクスポートすると、レコード作成者のフィールドが追
加されて出力されます。添付ファイルのフィールドは出力されません。 
 
「作成者、更新日時などの情報を含める」がオフ 

例） 
“巡回場所 ID”,”場所名” 
“NTB10E01”,”NTビル 1階中央入口” 

 
「作成者、更新日時などの情報を含める」がオン 

“_createdBy”,”_createdAt”,”_updatedBy”,”_updatedAt”の各フィールドが出力されます。 
例） 
“巡回場所 ID”,”場所名”,”_createdBy”,”_createdAt”,”_updatedBy”,”_updatedAt” 
“NTB10E01”,”NTビル 1階中央入口”,”user”,”2020/02/21 14:53:52”,”user”,”2020/02/21 
14:53:53” 

 
“_createdBy”フィールドが含まれて出力されるので、インポートで「各レコードの作成者を指定する」オ
プションをオンにして登録するときにそのまま使えます。 
 
※ ただし、”_createdAt”,”_updatedBy”,”_updatedAt”フィールドは利用されません。 
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5. インポート 
 
データポケットで登録・更新したいレコードを CSVファイルで用意し、データビューアーでインポートし
て一括登録・一括更新することができます。エクスポートした CSVファイルも利用できます。 
 
インポートする CSVファイルを事前に作成する方法は、本ガイドの「5.4. CSVファイルを作成する」を
参照してください。 
 
一括更新または別の同じデータポケットへレコードを移行する場合は、エクスポートした CSVファイルを
利用します。本ガイドの「4.1. レコードのエクスポート画面のオプション」の「用途」を参考にして準備
してください。 
 
インポートするには、データポケットのレコード一覧画面で「インポート」をクリックします。 

 
添付ファイルなどメディアのフィールドがあるデータポケットの場合、「インポート」ボタンの右をク
リックして添付ファイルありのメニューを選択できます。 

 
 
  

右をクリック 



データビューアーガイド 

30 

©2022 Asteria Corporation 
 

レコードのインポート画面でインポートの目的によって「動作」オプションを指定します。 
「動作」オプションについては本ガイド後述の「動作」を参照してください。 

 
 CSV形式（フィールド）を確認するには 

 
レコードのインポート画面で例が表示されます。 
「例」の１行目にフィールド名、２行目以降にサンプルデータが表示されます。 

 
  

フィールド名 
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添付ファイルがある場合、さらに「例」の下に ZIPファイルの構造が表示されます。 
CSVとメディアファイルを準備し、例に示されたフォルダー構造で ZIPファイルを用意します。 

 

5.1. レコードのインポート画面のオプション 
 
レコードのインポート画面のオプションを説明します。 
 
 動作 

 
レコードを作成 

指定した CSVファイルでレコードを作成します。 
 

IDを指定してレコードを更新 
CSVファイルに“_id”フィールドを追加してレコード IDを指定し、レコード IDが一致したレコードを更
新します。 
 
フィールドの値を指定してレコードを更新 

指定したフィールドの値が一致したレコードを更新します。この動作を選択すると、キーフィールドオプ
ションが表示され、キーとなるフィールドを指定できます。 
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 各レコード作成者を指定する 
レコード作成者によって、データポケットに設定した権限でレコードを閲覧できるユーザーを制御するこ
とができます。 
権限については、Platio Studioガイドの P27「6.1. データポケットの設定情報」を参照してください。 
 
レコード作成者を指定するには、”_createdBy”フィールドを追加します。 
指定するユーザーは、あらかじめ Platio Studioでミニアプリの「ユーザー」に登録しておきます。 
例） 
“店舗名”,”エリア”,”住所”,”電話番号”,”_createdBy” 

 
レコード作成者が入った CSVファイルをエクスポート機能でダウンロードすることができます。レコード
作成者を含むエクスポートについては本ガイド「4.1. レコードのエクスポート画面のオプション」の「作
成者、更新日時などの情報を含める」を参照してください。 
 
次項で、インポートを利用するケースについて説明します。 
 
 
 

  

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/Platio_Studio_Guide.pdf
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5.2. インポートの動作 
 
インポートで行う以下の操作で、どのオプションを指定するかを解説します。 
 
 新規に一括登録 
 一括更新 
 別のデータポケットにレコードを移行 
 
以下にそれぞれについて説明します。 
 
 新規に一括登録 

 
レコードを一括で新規登録するには、インポート画面で準備した CSVファイルまたは ZIPファイルを選
択します。 
「動作」オプションで「レコードを作成」を指定します。 
CSVファイルに”_createdBy”フィールドを追加してレコード作成者を指定する場合は、「各レコードの
作成者を指定する」をオンにします。 
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 一括更新 
 
一括更新の場合、２つのレコードの更新方法があります。 
 
 IDを指定してレコードを更新 
 フィールドの値を指定してレコードを更新 
 
レコードの更新方法は「動作」オプションで指定します。 
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IDを指定してレコードを更新 
IDはレコードごとにつけられたレコード IDを指します。CSVファイルに”_id”フィールドを追加して、”
_id”フィールドに指定したレコード IDを持つレコードを更新します。レコードが見つからない場合には
エラーになります。”_id”フィールドが空の場合には新しいレコードを作成します。 
 
レコード IDはデータビューアーのレコード一覧画面から１つのレコードの表示または編集メニューをク
リックして表示した画面で確認することができます。 

 
インポートによる一括更新（登録済みレコードを更新）で指定する CSVファイルは、テキストエディター
や Excelを使って作成するか、またはデータビューアーでエクスポートしたファイルを利用します。 
エクスポート時に、レコード IDフィールドにレコード IDの値が入った CSVファイルをダウンロードで
きます。必要に応じてレコードを変更して、一括更新に利用します。 
例） 
“店舗名”,”住所”,”_id” 
“東京ビックサイト店”,”東京都江東区有明 3丁目”, ”rett2wootobaf7h2mrdfw5un4sm” 

 
※ レコード IDを含むエクスポートについては本ガイド「4.1. レコードのエクスポート画面のオプショ
ン」の「用途が「レコード更新用」」を参照してください。 
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フィールドの値を指定してレコードを更新 
キーにするフィールドの値が同じレコードを更新します。レコードが見つからなかった場合には、新しい
レコードを作成します。 
 
フィールドをキーにするには、Studioでフィールドの「検索可能」と「値の重複を許さない」にチェック
を入れてください。 
 
「動作」オプションで「フィールドの値を指定してレコードを更新」を選択すると、「キーフィールド」
が表示され、クリックして表示されるフィールドリストからキーにするフィールドを選択します。 

 
  



データビューアーガイド 

37 

©2022 Asteria Corporation 
 

 別のデータポケットにレコードを移行 
 
Platio環境を移行するときレコードの移行を行う場合は、移行元環境のレコードをエクスポートして、移
行先に一括登録する CSVファイルを準備します。 
エクスポート時の「用途」オプションで「レコードコピー用」を選択します。 
用途については、本ガイド「4.1. レコードのエクスポート画面のオプション」の「用途が「レコードコ
ピー用」」を参照してください。 
 
インポートでは、「動作」オプションで「レコードを作成」を選択します。 

 
レコードの作成者を指定するオプション 

レコード作成者、更新日時などの情報を引き継がない場合には、移行先でインポートする CSVファイルに
作成者（”_createdBy”フィールド）は必要ありません。インポートしたユーザーが作成者になります。 
この場合、エクスポート時に「作成者、更新日時などの情報を含める」オプションはオフにします。 
 
移行元のレコード作成者を引き継ぐ場合には、エクスポート時に「作成者、更新日時などの情報を含める
オプション」をオンにしてダウンロードします。 
インポート時に「レコードコピー用」でエクスポートした CSVには”_createdBy”フィールドが追加され
て出力され、そのままインポートに使えます。 
※ ”_createdBy”フィールド以外に追加して出力される”_createdAt”、”_updatedBy”、”_updatedAt”の
フィールドに記述された値は利用されません。 

 
手動でもフィールドを追加できます。その場合、移行先でインポートする CSVファイルに”_createdBy”
フィールドを追記します。 
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5.3. インポートでエラーが表示される場合 
 
インポート時にエラーメッセージが表示された場合、以下を確認してみてください。 
 
 先頭行のフィールド名が正しいか 
 各フィールドは”“（クォーテーション）で囲っているか 
 各フィールドを「,」（コンマ）で区切っているか 
 フィールドの数は正しいか 
 フィールドに指定した値が正しいか、形式があっているかどうか 
 
※ 日付フィールドは「yyyy-mm-dd」のように年と月と日を「-」（ハイフン）で区切った形のみイン
ポートできます。 
Excelソフトで CSVファイルを操作している場合、”2019/04/01”のような別の形式から変換する
には Excelソフトの「セルの書式設定」の「表示形式」タブで以下のように「ユーザー定義」を選択
して、種類に「yyyy-mm-dd」と指定してください。 
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5.4. CSVファイルを作成する 
 
インポート用に CSVファイルを新しく作成する場合、ファイルの 1行目にはデータポケットのフィール
ド名を指定します。 
例） 
“店舗名”,”エリア”,”住所”,”電話番号”  

 
※ 日付フィールドは「yyyy-mm-dd」のように年と月と日を「-」（ハイフン）で区切った形のみイン
ポートできます。日付フィールドがある場合は注意してください。 

 
 テキストエディターで作成する場合 

 
フィールド名は「”」（ダブルクォーテーション）で囲み、フィールドは「,」（コンマ）で区切ります。 
 
インポート時にエンコーディングを指定するため、あらかじめ CSVファイルのエンコーディングを確認し
て保存します。 
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 Excelソフトで作成する方法 
 
インポートする CSVファイルを準備する際に、最初から手入力するよりもデータビューアーの画面から先
頭行のフィールド名をコピーすると便利です。 
ここでは、Excelで CSVファイルを作成する方法を紹介します。 
※ インターネットで検索すると同じような方法を見つけられます。こちらの情報は方法の１つのですの
で、参考情報としてお読みください。 

 
① Excelで新しくファイル（空白のブック）を作成して開いておきます。 

 
② データビューアーにログインし、データポケット一覧でデータポケット名をクリックしてレコード一覧
を表示し、「インポート」をクリックします。 

 
③ 「レコードのインポート」画面が表示されます。「例」の部分からフィールド名を選択してコピーしま
す。 
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④ Excelの最初のセルをダブルクリックし、入力可能な状態にして、コピーした内容を貼り付けして
Enterキーで確定します。 

 
⑤ 再度、最初のセルをクリックし、メニュー「データ」を表示して「区切り位置」をクリックします。 

 
⑥ 区切り位置指定ウィザードが開始されます。「コンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごと
に区切られたデータ」を選択して「次へ」をクリックします。 

 
  

貼り付けして Enterで確定 
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⑦ 「区切り文字」で「コンマ」だけをチェックし、「文字列の引用符」で「”」（ダブルクォーテーショ
ン）を選択して「次へ」をクリックします。 

 
⑧ データのプレビューでフィールドをクリックし、列のデータ形式を指定して「完了」をクリックしま
す。 
※ 後から変更できるので、わからない場合は「G/標準」を指定します。 
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⑨ 先頭のフィールド名がセルごとに分割できました。インポートに不要なフィールドがあれば削除しま
す。 

 
⑩ 各フィールドにデータを入力して完成します。 
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⑪ メニュー「ファイル」をクリックして表示し、「名前を付けて保存」をクリックして保存先を指定しま
す。拡張子に「CSV」を選択して拡張子.csvのファイルを保存します。 
保存時や終了時に「この形式でブックを保存しますか？」のようなメッセージが表示された場合は「は
い」ですすめてください。 

 
⑫ データビューアーで、作成した CSVファイルをインポートするとき、「エンコーディング」は
「Shift_JIS(CP932)」を指定します。 
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免責事項 
 
本資料の内容は、情報提供を唯一の目的とするものであり、マテリアルやコード、機能を提供す
ることを確約するものではありません。アステリアの製品開発計画および今後の製品リリースの内
容や時期は、さまざまな要因によって変化する可能性があります。本資料の内容は、あくまで参
考情報とさせていただきますこと、ご了承ください。 
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