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ユーザー活動ログとは 
ユーザー活動ログは、Platioのミニアプリでいつどのユーザーがどのような操作を行ったか
をミニアプリごとに記録したものです。Platioアプリ、データビューアー、Platio APIの
下記に関連する操作をそれぞれ記録します。 

 ログインとログアウト 
 レコード管理（作成、更新、削除） 
 添付ファイル管理（作成） 
※ レコードの表示、添付ファイルの表示はログに記録されません。 

 

ユーザー活動ログを記録するには、ミニアプリごとに有効にします。無効の間の活動は記録
されません。有効の間の活動が記録されます。記録されたログはご契約の容量に含まれませ
ん。 

記録したログは、拡張子.logファイルでエクスポートできます。記録されたログは 6ヶ月
分が保持され、6ヶ月経過すると削除されます。 

※ ユーザー活動ログ機能は初期設定では無効になっています。 
※ ユーザー活動ログ機能は、ご契約プランが Premium/Enterpriseでご利用いただけま

す。 
料金プランについては以下をご参照ください。 
https://plat.io/ja/pricing 

 
  

https://plat.io/ja/pricing
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【ユーザー活動ログのフォーマット】 
 

拡張子.logファイルでダウンロードしたファイルでの記録フォーマットは下記のようにな
ります。 

 
 

各行で記録されている情報は下記の例のようになります。 

（下記の例は情報ごとの「,」（カンマ）で改行しています。） 

※ 記録する各情報の説明については、Platio Studoの「ユーザー活動ログ」画面で確認で
きます。 

例） 

 
※ 時間は UTCの形式で記録されます。（日本時間は９時間を加算します。） 

 
  

時間 
タイプ、サブタイプ 
ユーザーの ID と名前 

ミニアプリの ID とバージョン 

記録元、等 
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タイプとサブタイプとそれぞれの追加情報 
 

ここでは、各プラットフォームでのタイプ、サブタイプ、追加情報をまとめています。 

※ 追加情報で記録されるデバイス IDとは、Platioアプリを初めて使用したときに生成さ
れる端末ごとの IDです。デバイス IDは Platioアプリでミニアプリへのログイン画面
で確認できます。また、レコード IDとは、レコードを作成したときにレコードごとに
Platioで生成される IDです。レコード IDはデータビューアーのレコード表示画面で
確認できます。 

 
Platio アプリ 

 

分類 活動 タイプ サブタイプ 追加情報 

ログイン管理 ログイン session authenticate デバイス ID 

レコード管理 作成 record insert レコード ID 

更新 record update レコード ID 

削除 record delete レコード ID 

添付ファイル
管理 

作成 attachment add ・デバイス ID 

・添付ファイルの ID 

・添付ファイルの名前 

・添付ファイルのサイズ 
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データビューアー 

 

分類 活動 タイプ サブタイプ 追加情報 

ログイン管理 ログイン session create － 

ログアウト session delete － 

レコード管理 作成 record insert レコード ID 

更新 record update レコード ID 

削除 record delete レコード ID 

IDによる複
数レコード
の削除 

record delete ・削除されたレコード数 

・指定されたレコードの
IDのリスト 

検索による
複数レコー
ドの削除 

record delete ・削除されたレコード数 

・指定された検索条件 

インポート record import ・インポートされたレ
コード数 

・インポートされた添付
ファイル数 

・インポートされた添付
ファイルの合計サイズ 
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Platio API 

 

分類 活動 タイプ サブタイプ 追加情報 

レコード管理 作成 record insert ・レコード ID 

・APIトークンの ID 

複数レコード
の作成 

record insert ・レコード IDのリスト 

・APIトークンの ID 

更新 record update ・レコード ID 

・APIトークンの ID 

複数レコード
の更新 

record update ・レコード IDのリスト 

・APIトークンの ID 

Upsert record Upsert ・レコード ID 

・APIトークンの ID 

複数レコード
の Upsert 

record  ・レコード IDのリスト 

・APIトークンの ID 

削除 record delete ・レコード ID 

・APIトークンの ID 

複数レコード
削除 

record delete ・削除されたレコード数 

・指定された検索条件 

・APIトークンの ID 

添付ファイル
管理 

作成 attachment add ・APIトークンの ID 

・添付ファイルの ID 

・添付ファイルの名前 

・添付ファイルのサイズ 
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【ユーザー活動ログを有効にする】 
ユーザー活動ログを有効にするには、ミニアプリのデータポケット一覧画面の管理メニュー
で「ユーザー活動ログ」をクリックし、画面上部に表示される「ユーザー活動ログを有効に
する」をクリックします。 

 
 

画面が切り替わり、メニューが「ユーザー活動ログを無効にする」になります。 

 
  

クリック 

クリック 
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「記録される活動のリスト」の右にある「＞」をクリックして展開していくと、記録する情
報を確認できます。 

 
 
  

クリック 
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ログをエクスポート 
ユーザー活動ログの画面で機能が有効の間に記録されたログは、画面下部の「ログのエクス
ポート」でエクスポートすることができます。 

一度に最大で 90日分のログをエクスポートすることができます。 

 

エクスポートしたい期間を絞り込みのカレンダーで指定し、「ログをエクスポート」ボタン
をクリックします。すぐにダウンロードが開始し、ミニアプリ名_ダウンロード日時
(UTC).logというファイル名でエクスポートされます。 

 
 

以上で、説明は終わりです。 

 

 

 

 

 

クリックしてカレンダーから指定 

直接、日時を編集できます クリック 

Platioへのお問い合わせ：[お客様ログイン] 
https://asteria.com/mng/login 
 
Platioヘルプセンター 
https://plat.io/ja/support/guide 
 
Platioに関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。 
https://plat.io 

https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/
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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。 
 

アステリア株式会社 
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