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第 1 章 IBM Campaign システム・テーブルの概要

IBM® Campaign システム・テーブルの資料は、統合の目的のために IBM Campaign

データ・モデルを理解できるようにすることを意図しています。

重要: 特に明記しない限り、(ユーザー・インターフェースを経由せずに) システ
ム・テーブルを直接変更しないでください。システム・テーブルを直接変更する
と、アプリケーションの機能に問題が生じる可能性があり、発生した問題を IBM

技術サポートが解決することがより困難になる場合があります。

IBM Campaign システム・テーブル: バージョンごとの変更点のリスト
このトピックでは、システム・データベース・スキーマの変更点をバージョンごと
に示しています。

IBM は、システム・テーブル・スキーマをいつでも変更できる権利を保持します。
Campaign システム・テーブルを使用してカスタムの統合を開発する場合、今後のリ
リースの IBM Campaign システム・テーブルを処理するために、これらのコンポー
ネントを確認し、場合によっては変更する必要があります。

IBM Campaign システム・テーブルを使用したカスタム開発またはサード・パーテ
ィーの拡張機能について、後方互換性やマイグレーションの自動化は保証しませ
ん。特に明記しない限り、IBM は、この製品の一部として出荷された IBM

Campaign アプリケーションまたは標準ツールによる標準的なアプリケーションの使
用以外には、いかなる IBM Campaign システム・テーブルの使用もサポートしませ
ん。

v9.1.2 のシステム・データベース・スキーマの変更点

バージョン 9.1.2 ではスキーマの変更はありません。

v9.1.1 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 変更されたテーブルはありません。

v 新しいテーブルが 1 つ追加されました:

CREATE TABLE UA_AnnotationInfo (

FlowchartID bigint NOT NULL,

AnchorID bigint NOT NULL,

AnchorType int NOT NULL,

CreationDate datetime NULL,

CreatedBy int NULL,

LastUpdated datetime NULL,

LastUpdatedBy int NULL,

X int NULL,

Y int NULL,

IsVisible int NULL,

Content nvarchar(1024) NULL,
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CONSTRAINT cAnnotationInfo_PK

PRIMARY KEY (FlowchartID ASC, AnchorID ASC, AnchorType ASC)

)

v9.1 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 変更されたテーブルはありません。

v eMessage-Campaign 統合をサポートするために、新しいテーブル
UA_RespTypeMapping が追加されました:

CampaignRespTypeID EMessageRespTypeID ApplicationType

9 1 3

10 14 3

11 18 3

v Campaign UA_UsrResponseType テーブルと eMessage テーブル
UACE_ResponseType の間の結合として、UA_RespTypeMapping テーブルが使用さ
れます。

v 「リンク・クリック」(9,1,3)、「待ち受けページ」(10,14,3) および「SMS 応答メ
ッセージ」(11,18,3) が利用できます。現在は「リンク・クリック」のみ使用され
ています。「待ち受けページ」および「SMS 応答メッセージ」の列は、現在
ETL プロセスによってデータ設定されません。今後さらに、ETL プロセスが使用
できる応答タイプが追加され、パフォーマンス・レポートに追加される可能性が
あります。

v9.0 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 変更されたテーブルはありません。

v 新しいテーブルが追加されました:

CREATE TABLE UA_OfferSuppression (

OfferID bigint NOT NULL,

SuppressionType int NOT NULL,

ResponseTypeCode varchar(64) NULL,

EventCount int NULL,

AttributeID bigint NULL,

StringValue nvarchar(1024) NULL,

NumberValue float NULL,

DatetimeValue datetime NULL,

SuppressionDuration int NULL,

CONSTRAINT cOfferSuppression_PK

PRIMARY KEY (OfferID ASC, SuppressionType ASC)

)

CREATE TABLE UA_RespTypeMapping (

CampaignRespTypeID bigint NOT NULL,

EMessageRespTypeID bigint NOT NULL,

ApplicationType int NULL

)
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v8.6 のシステム・データベース・スキーマの変更点

バージョン 8.6 ではスキーマの変更はありません。

v8.5 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 追加された新しいテーブルはありません。

v 以下のテーブルが変更されました。

– UA_TmpTablePool: add InstanceID bigint NULL

– UPDATE UA_TmpTablePool: set InstanceID = 0 where InstanceID IS NULL

– ALTER Table UA_OfferList: add creatorFlag int NULL, creatorObjectId bigint

NULL

– UPDATE UA_OfferList: set creatorFlag = 0 , creatorObjectId = 0

– ALTER Table UA_Folder: add creatorFlag int NULL, creatorObjectId bigint

NULL

– UPDATE UA_Folder: set creatorFlag = 0, creatorObjectId = 0

– ALTER TABLE UA_ATTRIBUTEDEF: add isMandatory int NULL

– ALTER TABLE UA_ATTRIBUTEDEF: add sortOrder int NULL

– UPDATE UA_ATTRIBUTEDEF: set isMandatory = 0, sortOrder = 0

– ALTER TABLE UA_ENUMATTRVALUES: add isDefault int NULL

– UPDATE UA_ENUMATTRVALUES: set isDefault = 0

– Insert into UA_AttributeDef (AttributeID, Name, DisplayName, Description,

ObjectType, AttributeType, EnumType, Length, SystemDefined, isMandatory,

sortOrder) VALUES (15, ' CreativeURL ', 'Creative URL', 'The creative or

digital asset URL associated with this offer', 4, 1, 0, 512, 1, 0, 0)

v8.2 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 追加された新しいテーブルはありません。

v 次の変更が行われました。

– ALTER Table UA_Offer add creatorFlag int NULL, creatorObjectId bigint NULL

– UPDATE UA_Offer set creatorFlag = 0 , creatorObjectId = 0

– ALTER Table UA_OfferTemplate add creatorFlag int NULL, creatorObjectId

bigint NULL

– UPDATE UA_OfferTemplate set creatorFlag = 0, creatorObjectId = 0

v8.1 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 以下のテーブルが追加されました:

CREATE TABLE UA_TmpTablePool (

ID bigint NOT NULL,

DataSrcName nvarchar(255) NOT NULL,

TableSchema nvarchar(1024) NOT NULL,

TableID bigint NULL,

UserID bigint NULL,

FlowchartID bigint NULL,

Status tinyint NULL,
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CONSTRAINT cTmpTablePool2_PK

PRIMARY KEY (ID ASC)

)

v 次の変更が行われました。

UPDATE UA_TARGETCELLS SET approved = 1 WHERE approved IS NULL

v8.0 のシステム・データベース・スキーマの変更点
v 追加された新しいテーブルはありません。

v 次の変更が行われました。

CREATE UNIQUE INDEX cAttributeDef_IX1 ON UA_AttributeDef

(

Name ASC

)
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IBM Campaign システム・テーブルのデータ・モデル図
このエンティティー・リレーションシップ・モデルは、各 IBM Campaign システ
ム・テーブルとキー、フィールド、およびデータ・タイプを特定します。

UA_EnumProcAttrVal
AttributeID : bigint (FK)
InstanceID : int
Description : varchar(1024)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

UA_Calendar
DateID : bigint
Year : int
FiscalYear : int
Quarter : int
FiscalQuarter : int
Month : int
WeekOfYear : int
WeekOfMonth : int
DayOfYear : int
DayOfMonth : int
DayOfWeek : int
ActualDate : datetime
FirstDayOfWeek : datetime
LastDayOfWeek : datetime

UA_OfferTemplate
OfferTemplID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(512)
NumberOfOfferCodes : int
OfferCode1CodeFrmt : varchar(64)
OfferCode2CodeFrmt : varchar(64)
OfferCode3CodeFrmt : varchar(64)
OfferCode4CodeFrmt : varchar(64)
OfferCode5CodeFrmt : varchar(64)
OfferCodeGenerator : varchar(250)
TreatmentCodeFrmt : varchar(64)
TrmtCodeGenerator : char(250)
Retired : int
SuggestedUsageDesc : varchar(512)
DisplayIcon : varchar(255)
DisplayOrder : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int
creatorFlag : int
creatorObjectId : bigint

UA_SubAttribute
SubAttrID : bigint (FK)
FlowchartID : bigint (FK)
ProcessID : bigint (FK)
AttributeID : bigint (FK)
AttrInstanceID : bigint (FK)
Prompt : varchar(1024)
HelpText : varchar(1024)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
Parameterized : int
SubName : varchar(64)
AttributeType : int

UA_ProcessType
ProcessTypeID : int
Name : varchar(1024)

UA_EnumUserVarVal
FlowchartID : bigint (FK)
UserVariableID : bigint (FK)
Description : varchar(1024)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

UA_CustomMacros
FolderID : bigint (FK)
Name : varchar(255)
Description : varchar(1024)
Expression : varchar(2000)
ExpressionType : int
DataSrcName : varchar(255)
DataVarType : int
DataVarNBytes : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_CellAttribute
AttributeID : bigint (FK)
CellID : bigint (FK)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

UA_Personalization
UserID : bigint
Keyword : varchar(64)
Name : varchar(64)
Category : varchar(64)
Data : varchar(2048)
CreateDate : datetime
UpdateDate : datetime

UA_AttributeDef
AttributeID : bigint
Name : varchar(64)
DisplayName : varchar(64)
Description : varchar(512)
ObjectType : int
EnumType : int
AttributeType : int
Length : int
Retired : int
SystemDefined : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
CreatorFlag : int
isMandatory : int
sortOrder : int
cAttributeDef_IX1
名前

UA_Campaign
CampaignID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
FolderID : bigint (FK)
CampaignCode : varchar(32)
Initiative : varchar(255)
Objectives : varchar(1024)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
StartDate : datetime
EndDate : datetime
LastRunDate : datetime
RunBy : int
ProjectID : int
PolicyID : int
ACLID : int
CreatorFlag : int

UA_SegMembership
SegmentID : bigint
CustomerID : bigint
cSegMembship_IX1
SegmentID

UA_CampAttribute
CampaignID : bigint (FK)
AttributeID : bigint (FK)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

UA_CCDisplayOrder
FlowchartID : bigint (FK)
UserVariableID : bigint (FK)
ProcessID : bigint (FK)
AttributeID : bigint (FK)
DisplayOrder : int
AttrInstanceID : bigint (FK)
cCCDisplayOrd_IX1
FlowchartID
DisplayOrder

UA_Flowchart
FlowchartID : bigint
TempFlag : int
Name : varchar(255)
Description : varchar(1024)
SessionID : bigint (FK)
FlowchartType : varchar(32)
Status : varchar(16)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
LastRunStartDate : datetime
LastRunEndDate : datetime
RunBy : int
FileName : varchar(255)
DataSources : varchar(1024)
CampaignID : bigint (FK)
PolicyID : int
ACLID : int

UA_ContactHistory
CustomerID : bigint
CellID : bigint
PackageID : bigint
ContactDateTime : datetime
UpdateDateTime : datetime
ContactStatusID : bigint (FK)
DateID : bigint (FK)
TimeID : bigint (FK)
UserDefinedFields : char(18)
ValueBefore : bigint
UsageBefore : bigint
cContactHist_IX1
CellID

cContactHist_IX2
PackageID
CellID

UA_ContactStatus
ContactStatusID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(512)
ContactStatusCode : varchar(64)
CountsAsContact : int
Defaults : int

UA_Triggerlist
FolderID : bigint (FK)
Name : varchar(255)
Description : varchar(1024)
Definition : varchar(2048)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_DerivedField
FolderID : bigint (FK)
Name : varchar(255)
Description : varchar(1024)
predicateexpr : varchar(2000)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_RespTypeMapping
CampaignRespTypeID : bigint
EMessageRespTypeID : bigint
ApplicationType : int

UA_Version
VersionID : bigint identity
VersionNumber : varchar(50)
Parameters : varchar(255)
CreateDate : datetime

UA_ProductIndex
OfferID : bigint (FK)
ProductID : bigint (FK)

UA_SegmentType
SegmentType : int
Description : varchar(64)

UA_Segment
SegmentID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
FolderID : bigint (FK)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
LastRunDate : datetime
RunBy : int
SegmentCount : int
TempTableName : varchar(255)
CellFileName : varchar(255)
AudienceName : varchar(64)
ActiveFlag : int
PolicyID : int
ACLID : int
TempTableDB : varchar(255)
SegmentType : int (FK)

UA_Time
TimeID : bigint
Hour : int
Minute : int

UA_SegRefType
RefType : int
Description : varchar(64)

UA_ProcAttrDef
AttributeID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
ProcessType : int
EnumType : int
AttributeType : int

UA_OfferListMember
OfferListID : bigint (FK)
NestedOfferListID : bigint (FK)
OfferID : bigint (FK)
FolderID : bigint
DisplayOrder : int
cOffListMemb_IX1
OfferListID

UA_OfferToProduct
OfferID : bigint (FK)
ProductCondition : varchar(2048)

UA_OfferSuppression
OfferID : bigint
SuppressionType : int
ResponseTypeCode : varchar(64)
EventCount : int
AttributeID : bigint
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
SuppressionDuration : int

UA_EnumAttrValues
AttributeID : bigint (FK)
Description : varchar(512)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
isDefault : int

UA_Initiatives
InitiativeName : varchar(255)

UA_Folder
FolderID : bigint
Name : varchar(255)
Description : varchar(1024)
ParentFolderID : bigint
ObjectType : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int
creatorFlag : int
creatorObjectId : bigint

UA_OfferHistory
OfferHistoryID : bigint
CRC : bigint
OfferID : bigint (FK)

UA_Session
SessionID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
FolderID : bigint (FK)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
LastRunDate : datetime
RunBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_IDSByType
TypeID : bigint
NextID : bigint

UA_OfferTemplAttr
AttributeID : bigint (FK)
OfferTemplID : bigint (FK)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
IsParameter : int
IsHidden : int
DisplayOrder : int

UA_ResponseHistory
CustomerID : bigint
TreatmentInstID : bigint (FK)
ResponsePackID : bigint
ResponseDateTime : datetime
WithinDateRangeFlg : int
OrigContactedFlg : int
BestAttrib : int
FractionalAttrib : float
DirectResponse : int
CustomAttrib : float
ResponseTypeID : bigint (FK)
DateID : bigint (FK)
TimeID : bigint (FK)
UserDefinedFields : char(18)
ValueAfter : bigint
UsageAfter : bigint
ResponseRevenue : bigint
SalesCost : bigint
ResponseChannel : varchar(16)

UA_AnnotationInfo
FlowchartID : bigint
AnchorID : bigint
AnchorType : int
CreationDate : datetime
CreatedBy : int
LastUpdated : datetime
LastUpdatedBy : int
X : int
Y : int
IsVisible : int
Content : varchar(1024)

UA_ActionCustomer
CustomerID : bigint
ActionDateTime : datetime
ResponseChannel : varchar(16)
CampaignCode : varchar(32)
OfferCode : varchar(64)
CellCode : varchar(64)
TreatmentCode : varchar(64)
ProductID : bigint
ResponseTypeCode : varchar(64)

UA_OfferList
OfferListID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(512)
OfferQuery : varchar(2048)
OfferListType : int
FolderID : bigint (FK)
MaxSize : int
IncludeSubFolders : int
Retired : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int
creatorFlag : int
creatorObjectId : bigint

UA_SummaryCube
CubeID : bigint
TempFlag : int
SrcFlowChartID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
SegmentID : bigint
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
LastRunDate : datetime
RunBy : int
DataFileName : varchar(255)

UA_RunResult
RunID : bigint (FK)
ProcessID : bigint
FlowchartID : bigint
ResultCount : bigint
ResultXML : varchar(2000)

UA_OfferListRes
OLResolveID : bigint
OfferListID : bigint
OfferID : bigint
cOffLResolve_IX1
OLResolveID

UA_Treatment
TreatmentInstID : bigint
CellID : bigint (FK)
PackageID : bigint
RunID : bigint (FK)
RunDateTime : datetime
TreatmentCode : varchar(64)
CntrlTreatmtFlag : int
CntrlTreatmtInstID : bigint
TreatmentSize : int
OfferID : bigint (FK)
ProcessID : bigint
HasDetailHistory : int
ExpirationDateTime : datetime
EffectiveDateTime : datetime
OfferHistoryID : bigint (FK)
CampaignID : bigint (FK)
CntrlCellID : bigint
FlowchartID : bigint
cTreatment_IX1
PackageID
CellID

UA_CampToOffer
OfferID : bigint (FK)
CampaignID : bigint (FK)

UA_Process
FlowchartID : bigint
ProcessID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
ProcessTypeID : int (FK)

UA_FlowchartSeg
SegmentID : bigint (FK)
FlowchartID : bigint
RefType : int (FK)

UA_FlowchartTmpl
FolderID : bigint (FK)
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
FileName : varchar(255)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_CampToSegment
CampaignID : bigint (FK)
SegmentID : bigint

UA_ProcAttribute
FlowchartID : bigint (FK)
ProcessID : bigint (FK)
AttributeID : bigint
AttrInstanceID : bigint
Prompt : varchar(1024)
HelpText : varchar(1024)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
Parameterized : int
AttributeType : int

UA_SesnRunType
RunType : int
Description : varchar(64)

UA_CCRunLog
RunID : bigint
FlowchartID : bigint
RemoteUserName : varchar(32)
LocalUserName : varchar(32)
RunStartTime : datetime
RunEndTime : datetime
RunStatus : varchar(64)
RunBy : bigint
RunType : int (FK)

UA_Offer
OfferID : bigint
Name : varchar(130)
Description : varchar(512)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
NumberOfOfferCodes : int
OfferCode1 : varchar(64)
OfferCode2 : varchar(64)
OfferCode3 : varchar(64)
OfferCode4 : varchar(64)
OfferCode5 : varchar(64)
OfferTemplID : bigint (FK)
Retired : int
FolderID : bigint (FK)
EffectiveDateFlag : int
ExpirationDateFlag : int
PolicyID : int
ACLID : int
DeleteLock : int
creatorFlag : int
creatorObjectId : bigint
cOffer_IX1
OfferCode1
OfferCode2
OfferCode3
OfferCode4
OfferCode5

UA_UsrResponseType
ResponseTypeID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(512)
ResponseTypeCode : varchar(64)
CountsAsResponse : int
IsDefault : int

UA_Product
ProductID : bigint
UserDefinedFields : int

UA_TableCatalog
FolderID : bigint (FK)
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
FileName : varchar(255)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
PolicyID : int
ACLID : int

UA_DtlContactHist 
CustomerID : bigint
TreatmentInstID : bigint
ContactStatusID : bigint (FK)
ContactDateTime : datetime
UpdateDateTime : datetime
UserDefinedFields : char(18)
DateID : bigint (FK)
TimeID : bigint (FK)
ValueBefore : bigint
UsageBefore : bigint
cDtlContHist_IX1
CustomerID
TreatmentInstID

UA_OfferHistAttrib
AttributeID : bigint (FK)
OfferHistoryID : bigint (FK)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

UA_TargetCells
CellID : bigint
CellName : varchar(512)
Description : varchar(1024)
CellCode : varchar(64)
ControlCellID : bigint
IsControl : int
CampaignID : bigint (FK)
FlowchartID : bigint
OfferListID : bigint (FK)
DisplayOrder : int
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
IsTopDown : int
IsReadOnly : int
Retired : int
Approved : int
CellCount : int
LastRunType : int
LastRunBy : int
LastRunTime : datetime

UA_CampToCellAttr
CampaignID : bigint (FK)
AttributeID : bigint (FK)

UA_TmpTablePool
ID : bigint
DataSrcName : varchar(255)
TableSchema : varchar(1024)
TableID : bigint
UserID : bigint
FlowchartID : bigint
InstanceID : bigint
Status : tinyint

UA_UserVariable
FlowchartID : bigint
UserVariableID : bigint
Name : varchar(64)
Description : varchar(1024)
Prompt : varchar(1024)
HelpText : varchar(1024)
CreateDate : datetime
CreateBy : int
UpdateDate : datetime
UpdateBy : int
ExposedFlag : int
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime
VariableType : int
EnumType : int
DataType : int

UA_OfferAttribute
OfferID : bigint (FK)
AttributeID : bigint (FK)
StringValue : varchar(1024)
NumberValue : float
DatetimeValue : datetime

cRespHistory_FK1

cContactHist_FK1

cOffHistAttr_FK2

cTargetCells_FK1

cProductIndex_FK2

cOffer_FK1

cOfferAttrib_FK1

cCampaign_FK1

cCCRunLog_FK1

cTableCatalog_FK1

cOffTemplAttr_FK2

cTargetCells_FK2

cProcAttribute_FK1

cEnumUsVarVal_FK1

cProductIndex_FK1

CRunResult_FK1

R_243

cTreatment_FK4

cOffTemplAttr_FK1

cSession_FK1

cEnProcAttrVal_FK1

cFlowchartTmpl_FK1

cCCDisplayOrd_FK2

cCCDisplayOrd_FK3

cRespHistory_FK4

cOfferHistory_FK1

cDtlContactH_FK2

cCampToOffer_FK2

cSegment_FK1

cDtlContactH_FK3

cCellAttrib_FK1

cTreatment_FK1

cTreatment_FK2

R_244

cCustomMacros_FK1

cTriggerlist_FK1

cRespHistory_FK2

cFlowchart_FK1

cOfferListMem_FK1

cCampToCellAtt_FK1

cDerivedField_FK1

cEnumAttrVals_FK1

cOffHistAttr_FK1

cCellAttrib_FK2

cFlowchart_FK2

cFlowchartSeg_FK2

cOfferListMem_FK2

cOfferAttrib_FK2

cTreatment_FK3

cCampToSegment_FK1

cOfferListMem_FK3

cDtlContactH_FK1

cOffer_FK2

cContactHist_FK3

cOfferList_FK1

cContactHist_FK2

cRespHistory_FK3

cCampAttribute_FK2

cSubAttribute_FK2

cCampToCellAtt_FK2

cCCDisplayOrd_FK1

cSubAttribute_FK1

cProcess_FK1

cCampToOffer_FK1

cOffToProduct_FK1

cCampAttribute_FK1

cTreatment_FK5
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システム・テーブル・レコードの追加属性の定義
システム・テーブル・リファレンスの「追加属性」列には、各システム・テーブル
のフィールドに関する情報があります。以下の定義は、「追加属性」列に含まれる
各属性の意味について説明しています。

表 1. システム・テーブル・レコード内の追加属性

追加属性 定義

1 次キーですか? フィールドが 1 次キーかどうか。

外部キーですか? フィールドが外部キーであるかどうか。

必須フィールドです
か?

フィールドが有効な行項目として、テーブル内の必須フィールドで
あるかどうか。

システム生成ですか? フィールドに、オブジェクト作成時のシステム生成のデフォルト値
があるかどうか。

システム生成のオー
バーライドですか?

システム生成の値がある場合、ユーザーがデフォルト値を変更でき
るかどうか。

ユーザー入力ですか? フィールドに、Campaign ユーザー・インターフェースを通してユー
ザーが入力したかどうか。

作成時に保管します
か?

フィールドの最初の作成時にデータが入力されるかどうか。

保存時に保管します
か?

このフィールドの値が、最初のオブジェクト作成の後 (保存時) に編
集したり変更したりできるかどうか。

実行時に保管します
か?

フローチャートの実行時に、このフィールドにデータが入力される
かどうか。

構成に影響されます
か?

このフィールドが構成パラメーターによって影響されるかどうか。
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第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス

システム・テーブル・リファレンスでは、各 IBM Campaign システム・テーブルの
詳細について説明します。以下の表に示されるデータ型は一般タイプであるため、
システム・テーブルで使用されているデータベースによっては、ご使用の IBM

Campaign インストール済み環境のものとは異なる場合があります。 IBM Campaign

システム・テーブルは、IBM Campaign をインストールする前に作成されたデータ
ベースに保管されます。データベースには、任意の名前を付けることができます。
ODBC またはネイティブ接続は、データベースへの接続を提供します。Campaign |

partitions | partition1 | dataSources | UA_SYSTEM_TABLES の下にある IBM

Campaign 構成設定によって、IBM Campaign がデフォルト・パーティションのデー
タベース (独自のシステム・テーブルも含む) と対話する方法が決定されます。

UA_ActionCustomer
UA_ActionCustomer テーブルは、顧客オーディエンス・レベル用に提供されるサン
プルの操作テーブルです。このテーブル内のフィールドは、レスポンス履歴の生成
に役立つフィールドの例です。管理者は、必要に応じてこのテーブルをカスタマイ
ズできます。通常、各オーディエンス・レベルには、独自の操作テーブルがあり、
レスポンス・トラッキングに使用されます。

表 2. UA_ActionCustomer のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomerID BIGINT NOT

NULL

このフィールドは、1 つ以上のフィー
ルドから成るオーディエンス・レベル
を表します。

19 1 次キーですか? いい
え

ActionDateTime TIMESTAMP NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

23,3 1 次キーですか? いい
え

ResponseChannel VARCHAR NULL レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

16 1 次キーですか? いい
え

CampaignCode VARCHAR NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

32 1 次キーですか? いい
え

OfferCode VARCHAR NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

64 1 次キーですか? いい
え

CellCode VARCHAR NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

64 1 次キーですか? いい
え

TreatmentCode VARCHAR NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

64 1 次キーですか? いい
え

ProductID BIGINT NOT

NULL

レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

19 1 次キーですか? いい
え

ResponseType Code VARCHAR NULL レスポンス履歴の生成時に使用できる
フィールドの例。

64 1 次キーですか? いい
え
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UA_AttributeDef
UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカスタム
属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は UA_CampAttribute

テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィールド SystemDefined=1 があ
ります。オファー (OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属
性定義を使用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページ
から起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID に
より識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された後、
AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィールドは変
更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。

表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

属性のグローバル固有 ID。この ID

は、属性が作成されたときにシステム
によって割り当てられます。カスタム
属性の ID は、100 または
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ーの値 (大きい方の値) から開始しま
す。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

属性の内部名。この名前は、グローバ
ルに固有である必要があります。カス
タム属性の名前はユーザー提供であ
り、フィールドが AGF として使用さ
れる際にすべての Campaign 照会式
で使用される名前になります。システ
ム定義の属性の内部名は自動的に提供
され、変更することはできません。使
用後にこの値を変更すると、以前の名
前を参照する照会式は機能しなくなり
ます。

有効な値: 任意のテキスト文字
(Campaign 照会言語の名前に使用する
ことが標準で禁止されている特殊文字
は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayName VARCHAR NULL 属性の名前。これは、オファー属性で
固有であるか、セル属性名で固有であ
る必要があります。カスタム属性の名
前はユーザー提供であり、フォームや
レポート (例えば、「カスタム属性定
義 (Custom attributes definition)」ペー
ジなど) でユーザーに表示されるラベ
ルになります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)。

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
フリー・フォームの属性の説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ObjectType INTEGER NULL この属性を定義するオブジェクトのタ
イプを指定するシステム生成値。

有効な値: 1 = セッション、2 = キャ
ンペーン、3 = セグメント、4= オフ
ァー、5 = 製品、6 = キューブ、7 =

ACO セッション、8 = カスタム・マ
クロ、9 = ユーザー定義フィール
ド、10 = トリガー、11 = ターゲッ
ト・セル

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

EnumType INTEGER NULL 属性がフリー・フォームのテキスト・
ボックス (ユーザーが値を入力する)

であるか、または固定されたエントリ
ーを持つドロップダウン・リストであ
るか、あるいはユーザーによってドロ
ップダウン・リストから選択すること
もほかの値を追加することもできるよ
うになっているかどうかについて、ユ
ーザー指定の動作。追加の値は、固有
であることが検査され (大/小文字を
区別しない比較)、すべてのユーザー
がドロップダウン・リストで選択でき
るようになります。初期作成後は、タ
イプは 1 と 2 の間でのみ変更できま
す。現在、このオプションは列挙型の
テキスト・ストリングにのみ使用でき
ます (日付型、数値型、通貨データ型
には使用できません)。

有効な値: 0 = 編集のみ、1 = 列挙の
み、2 = 列挙および動的追加

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeType INTEGER NULL カスタム属性用のユーザー指定のデー
タ型 (システム定義属性の場合、編集
できません)。タイプ 5 および 6

は、IBM Marketing Operations または
Distributed Marketing からのみ作成可
能です。カスタム属性の初期作成後
は、この値を変更できません。

有効な値: 1 = 文字列、2 = 数値、3

= 日時、4 = 通貨、5 = ブール、6 =

整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

長さ INTEGER NULL 数値および通貨データ型に対して表示
されるテキスト・ストリングのデータ
型の長さおよび精度 (小数点より右側
の小数点以下の桁数) のユーザー指定
値。日時データ型には使用されませ
ん。テキスト・ストリングのカスタム
属性の初期作成後、この値は増やすこ
とのみ可能であり、減らすことはでき
ません。数値データ型または通貨デー
タ型の場合、いつでも変更できます。

有効な値: 正整数。数値には最大 16

桁の精度を使用できます

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Retired INTEGER NULL 将来の使用のために予約済み。

有効な値: 0 = アクティブ、1 = 回収
済み

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SystemDefined INTEGER NULL 属性が IBM Campaign に組み込まれ
た事前定義属性であるかどうかを指定
します。すべてのカスタム属性は、0

の値に設定されます。システム定義属
性は、システムから削除できません。
また、内部名およびデータ型を編集す
ることもできません (説明および長さ
は編集できます)。

有効な値: 0 = カスタム属性 (ユーザ
ー定義)、1 = システム定義

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL オブジェクトを作成したユーザーの
IBM Marketing Platform ユーザー
ID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの IBM Marketing Platform ユーザ
ー ID。初回のオブジェクト作成で
は、CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreatorFlag INTEGER NULL カスタム属性を作成したアプリケーシ
ョンを指定します。

有効な値: NULL/0 = Campaign、1 =

IBM Marketing Operations (UMO)、2

= IBM Distributed Marketing (DM)

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

isMandatory INTEGER NULL このフラグは、属性が必須であるかど
うかを示します。値が 1 の場合、ユ
ーザーは、キャンペーン/オファー/セ
ルを作成する際に、この属性に値を指
定する必要があります。

有効な値: 0、1

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 3. UA_AttributeDef のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

sortOrder INTEGER NULL このフラグは、単一選択属性の値のソ
ート順を指定します。

有効な値: 0、1、2、3

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 4. UA_AttributeDef の子テーブル

テーブル名 説明

UA_CampAttribute このテーブルには、各キャンペーンのキャンペーン・カスタム属性の値が保
管されます。

UA_CampToCellAttr このテーブルは、Campaign へのセル・カスタム属性のマッピングです。その
テーブルの AttributeID は、すべてのセル属性になります。IBM Marketing

Operations で作成されたキャンペーンの場合のみ、このテーブルに値が取り
込まれます。

UA_CellAttribute このテーブルには、特定のセルのカスタム・セル属性値が保管されます。こ
れらの値は、ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) にユーザーによっ
てデータ入力されます。カスタム属性のデータ型に応じて (UA_AttributeDef

で指定)、特定の行に対してフィールド
(StringValue、NumberValue、DatetimeValue) のうちの 1 つにのみ、値が取り
込まれます。属性は AttributeID の順に、ターゲット・セル・スプレッドシー
トに表示されます。

UA_EnumAttrValues このテーブルには、UA_AttributeDef.EnumType = 1 または 2 のカスタム属
性のすべてのドロップダウン・リスト (列挙) データ値が保持されます。
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表 4. UA_AttributeDef の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_OfferAttribute このテーブルには、オファー (システム生成およびカスタム) に関連付けられ
た、静的属性の値およびパラメーター化された属性のデフォルト値が保管さ
れます。

UA_OfferHistAttrib このテーブルには、オファーが使用される際に、パラメーター化されたオフ
ァー属性にのみ使用される実際の値が保管されます (CH へのログ記録が有効
にされたフローチャート実稼働実行で提供)。フローチャートの実行時にデー
タが挿入されます。

UA_OfferTemplAttr このテーブルには、特定のオファー・テンプレートに関連付けられたオファ
ー属性値が保管されます。また、各属性を非表示にするか、パラメーター化
するか、そのデフォルト値、および表示順序を指定します。UA_AttributeDef

テーブルで定義される attributeType に基づいて、
StringValue、NumberValue、および DatetimeValue のいずれか 1 つのフィー
ルドにのみ属性の値が含まれることに注意してください。

UA_Calendar
このテーブルには、暦四半期、曜日、週の最初の曜日と最後の曜日といった情報を
示すカレンダー情報が保持されます。時系列のレポート作成を容易にするために使
用されます。このテーブルは、実装時に顧客によってカスタマイズされることが想
定されています。実装時に、コンタクト履歴で参照される日付が、このテーブルで
カバーされる期間内に含まれていることを確認する必要があります。
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DateID BIGINT NOT

NULL

このテーブルの行の固有 ID。

有効な値: YYYYMMDD の形式で表
される日付

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Year INTEGER NOT

NULL

日付の 4 桁の年。

有効な値: 4 桁の正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FiscalYear INTEGER NOT

NULL

日付の 4 桁の会計年度。

有効な値: 4 桁の正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Quarter INTEGER NOT

NULL

日付が該当する暦四半期 (Q1 は 1

月 1 日から 3 月 31 日まで)。

有効な値: 1 から 4 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FiscalQuarter INTEGER NULL 日付が該当する暦四半期。

有効な値: 1 から 4 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

30 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Month INTEGER NOT

NULL

日付が該当する月。

有効な値: 1 から 12 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

WeekOfYear INTEGER NOT

NULL

日付が該当する週。

有効な値: 1 から 52 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

WeekOfMonth INTEGER NOT

NULL

特定の月で日付が該当する週。

有効な値: 1 から 5 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 33



表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DayOfYear INTEGER NOT

NULL

その年で日付が該当する日。

有効な値: 1 から 366 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DayOfMonth INTEGER NOT

NULL

その月で日付が該当する日。

有効な値: 1 から 31 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DayOfWeek INTEGER NOT

NULL

その週で日付が該当する日。

有効な値: 1 から 7 までの整数値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ActualDate TIMESTAMP NOT

NULL

この行で表示される日付。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FirstDayOfWeek TIMESTAMP NOT

NULL

この日付が該当する週の初日。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 5. UA_Calendar のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastDayOfWeek TIMESTAMP NOT

NULL

この日付が該当する週の最終日。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 6. UA_Calendar の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ContactHistory 必須のコンタクト・フィールド
(AudienceID、CellID、PackageID、ContactDateTime、ContactStatusID など) と
任意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー作
成のテーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のテーブルがあります。
CSP ロギング・テーブルで「コンタクト履歴テーブルに記録」が有効にされ
ている場合、このテーブルに行が書き込まれます。このテーブルは、セル・
メンバーシップ情報を取得し、同じ CSP で処理されるセルを packageID で
識別します (同じ CSP の同じオーディエンス・エンティティーに対してなさ
れるすべてのコンタクトは、同じ「パッケージ」の一部であり、中断を表す
ものです)。ターゲット・セルと検証制御の両方とも、コンタクト履歴 (CH)

に書き込まれます。このテーブルの既存のエントリー
(ContactStatus、UpdateDateTime、およびユーザー定義フィールド) は、トラッ
キング・プロセスを使用して更新できます。トラッキング・プロセスは、こ
のテーブルに新しい行を作成することはできません。このテーブルは、コン
タクトのトラッキングに必要です。またこれは、最適化をコンタクトに適用
するために、IBM Contact Optimization (ACO) によっても使用されます。こ
の「ベース」コンタクト履歴テーブルでは、
UA_Treatment、UA_OfferHistory、および UA_OfferHistAttrib テーブルに同時
に値を取り込みます (これらのテーブルはすべて揃って「コンタクト履歴」
を構成します)。CSP でコンタクト履歴へのログ記録が無効になっている場
合、これらのテーブルには書き込まれません。

UA_DtlContactHist このテーブルは、同じセル内のそれぞれがすべてまったく同じオファーを受
け取るわけではないオファーのパーソナライズ (サブセル) ケースで、どのオ
ファー・バージョンを、どのオーディエンス ID が受け取るかを正確に保管
します。それらは、異なる数のオファーまたは異なるオファー・バージョ
ン、あるいはその両方を受け取る場合があります。
UA_Treatment.HasDetailHistory = 1 の場合のみ、このテーブルに行が書き込
まれます。

UA_ResponseHistory 必須のレスポンス・トラッキング・フィールド
(AudienceID、TreatmentInstID、レスポンス日、レスポンス・タイプなど) と任
意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー定義
テーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のレスポンス履歴テーブルが
あります。このテーブルの行は、レスポンス・プロセスで書き込まれます。

UA_Campaign
このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実行情報
を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、このテーブル
に 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それらの関係/

リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つまり、
UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加されたときに
のみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カスタム属性値と同時
にデータ設定されます。
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NOT

NULL

キャンペーンのグローバルに固有なシ
ステム生成 ID。キャンペーンが作成
されるときに、システムによって割り
当てられます。IBM Campaign は、次
に使用可能な (固有であると見なされ
る) 値をキャンペーンの
UA_IDSByType テーブルから使用し
ます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

キャンペーンの名前。固有である必要
はありません (ただし、固有であるこ
とがベスト・プラクティスです)。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
フリー・フォームのキャンペーンの説
明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 43



表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL キャンペーンが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignCode VARCHAR NOT

NULL

キャンペーンのグローバル固有コー
ド。デフォルトでは、キャンペーン・
コードは、新しいキャンペーンを作成
するときに、構成済みのキャンペー
ン・コード・ジェネレーター
(campCodeGenProgFile) を使用して、
システムによって生成されます。キャ
ンペーン・コードの長さと形式は、実
装時 (campCodeFormat) に指定されま
す (これら両方の構成パラメーター
は、server > systemCodes 構成セクシ
ョンにあります)。ユーザーは、
Campaign によって強制されるコード
形式を満たす任意の固有値にキャンペ
ーン・コードを変更できます。キャン
ペーンを実行した後にこの値を変更す
ると、キャンペーン・コードが使用さ
れる場合に、レスポンス・トラッキン
グの問題を引き起こす可能性がありま
す。

有効な値: キャンペーン・コード形式
に応じて次の値を指定します: n = 0

から 9、a = A から Z、c = A から
Z および 0 から 9、x = 任意の文字

32 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

イニシアチブ VARCHAR NULL このキャンペーンに関連付けられたオ
プションのイニシアチブ。

有効な値: UA_Initiatives テーブルの
任意の値。後で UA_Initiatives から値
が削除される場合、そのテーブルには
表示されない値をここに指定すること
ができます。

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Objectives VARCHAR NULL (オプション) キャンペーンの目標に
関するフリー・フォームのテキスト記
述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL キャンペーンが作成された日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL キャンペーンを作成したユーザーの
IBM Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの IBM Marketing Platform ユーザ
ー ID。初回のオブジェクト作成で
は、CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StartDate TIMESTAMP NULL キャンペーンが有効な日付。UI で
は、これはキャンペーンの「開始日」
になります。デフォルト値は「今日」
です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

EndDate TIMESTAMP NULL キャンペーンの有効期限日。UI で
は、これはキャンペーンの「終了日」
になります。デフォルト値は、開始日
から 1 カ月後です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunDate TIMESTAMP NULL キャンペーンが最後に実行 (キャンペ
ーン内のフローチャートでのフローチ
ャート、ブランチ、プロセスの実行)

された日時。一度も実行されていない
場合には、この値は NULL です。テ
スト実行では、この値は更新されませ
ん。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy INTEGER NULL キャンペーンを最後に実行したユーザ
ーの IBM Marketing Platform ユーザ
ー ID。LastRunDate が更新されると
更新されます。一度も実行されていな
い場合には、この値は NULL です。
テスト実行では、この値は更新されま
せん。

有効な値: Marketing Platform の有効
な UserID。その後にユーザーが削除
されると、値は無効になります。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ProjectID INTEGER NULL IBM Marketing Operations のプロジェ
クト ID。キャンペーンが Marketing

Operations から作成されると、このフ
ィールドに値が取り込まれます。デフ
ォルトでは、この値は NULL です。
このキャンペーンとの Marketing

Operations のプロジェクトの関連付け
が解除されると、このフィールドに
NULL が書き込まれます
(UnlinkProjectNotification キャンペー
ン・サービスの呼び出しに基づきま
す)。

有効な値: NULL、0、または IBM

Marketing Operations からの有効な
ProjectID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる IBM Marketing Platform ユーザ
ーを決定する、オブジェクトのセキュ
リティー・ポリシー ID。オブジェク
トがフォルダー内に作成された場合、
オブジェクトのセキュリティー・ポリ
シーは、オブジェクトがあるフォルダ
ーのセキュリティー・ポリシーに自動
的に設定されます (ユーザーは変更で
きません)。ユーザーは、別のセキュ
リティー・ポリシーを持つ別のフォル
ダーにオブジェクトを移動することに
よって、オブジェクトのセキュリティ
ー・ポリシーを変更できます (ソース
と宛先の両方のセキュリティー・ポリ
シーにおいて、ユーザーにそのオブジ
ェクトの「移動」権限が必要です)。
オブジェクトがそのオブジェクト・タ
イプのトップレベルのルート・フォル
ダーに作成された場合のみ、ユーザー
が直接設定できます (ユーザーに役割
があるセキュリティー・ポリシーが選
択項目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform

usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 7. UA_Campaign のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreatorFlag INTEGER NULL カスタム・キャンペーンを作成したア
プリケーションを指定します。

有効な値:

v NULL/0 = Campaign。

v 1 = IBM Marketing Operations

(UMO)。

v 2 = IBM Distributed Marketing。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 8. UA_Campaign の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

表 9. UA_Campaign の子テーブル

テーブル名 説明

UA_CampAttribute このテーブルには、各キャンペーンのキャンペーン・カスタム属性の値が保
管されます。

UA_CampToCellAttr このテーブルは、Campaign へのセル・カスタム属性のマッピングです。その
テーブルの AttributeID は、すべてのセル属性になります。IBM Marketing

Operations で作成されたキャンペーンの場合のみ、このテーブルに値が取り
込まれます。
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表 9. UA_Campaign の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_CampToOffer このテーブルには、キャンペーンとその関連オファー (「オファーの追加/削
除」リンクをクリックすることによって、「キャンペーン・サマリー」ペー
ジからユーザーによって指定されます) とのトップダウンの定義された関係
が保管されます。これは多対多マッピングにできます。ボトムアップ・オフ
ァー (キャンペーンのフローチャートで使用されるオファー) はこのテーブル
には保管されません。

UA_CampToSegment このテーブルには、キャンペーンとその関連セグメント (「セグメントの追
加/削除」リンクをクリックすることによって、「キャンペーン・サマリー」
ページからユーザーによって指定されます) とのトップダウンの定義された
関係が保管されます。これは多対多マッピングにできます。ボトムアップ・
セグメント (キャンペーンのフローチャートで使用される戦略的セグメント)

はこのテーブルには保管されません。

UA_Flowchart このテーブルには、すべてのフローチャートに関する情報が保管されます。
システム内の各フローチャートに対して 1 行が保管されます。また、システ
ムで実行中のフローチャート (ステータス) でレポートを作成するためにも使
用されます。

UA_TargetCells このテーブルは、すべてのフローチャートで作成されたターゲット・セルの
情報を保管します。ターゲット・セルは出力プロセス (メール・リスト、コ
ール・リスト、推奨、eMessage、スナップショット、または最適化) に添付
されるセルとして定義されます 。メタデータ情報 (名前、コード)、ソース情
報 (キャンペーン、フローチャートおよびセル ID)、処理データ (割り当てら
れたオファー/オファー・リストと制御セルかどうかのリスト)、そしてセルが
ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) でトップダウンで作成された
か、またはフローチャート内でボトムアップで作成されたかを保管します。

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。

UA_OptimizeProcess このテーブルのエントリーは、Campaign フローチャートに表示される単一の
最適化プロセス・ボックスを表します。

UA_AnnotationInfo
このテーブルには、ユーザーによって作成および編集される注釈のデータが入れら
れます。新しい注釈が作成されるか、更新されて、フローチャートが保存されるた
びに、このテーブルに 1 行が書き込まれます。各プロセス・ボックスで使用できる
注釈は、最大 1 個です。
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NOT

NULL

注釈が作成されるフローチャートのグ
ローバルに固有なシステム生成 ID

を表します。FlowchartID は、このテ
ーブルの複合 1 次キーの一部を形成
します。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AnchorID BIGINT NOT

NULL

フローチャートの範囲で固有の、アン
カー (注釈を所有するフローチャート
内のオブジェクト) のシステム生成
ID を表します。AnchorID は、この
テーブルの複合 1 次キーの一部を形
成します。アンカーとしてのプロセス
のみがサポートされます。

有効な値: フローチャート・レベルの
固有の正整数

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AnchorType INTEGER NOT

NULL

アンカー (注釈を所有するフローチャ
ート内のオブジェクト) のタイプを表
します。AnchorType は、このテーブ
ルの複合 1 次キーの一部を形成しま
す。アンカーとしてのプロセスのみが
サポートされます。

有効な値: 1

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreationDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreatedBy INTEGER NULL オブジェクトを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastUpdated TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreationDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

X INTEGER NULL フローチャートにおける注釈の場所を
表す X 座標。注: これは保存されま
すが、現在使用されていません。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Y INTEGER NULL フローチャートにおける注釈の場所を
表す Y 座標。注: これは保存されま
すが、現在使用されていません。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 69



表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsVisible INTEGER NULL 注釈の表示可能なフラグ。

有効な値: 0 および 1

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 10. UA_AnnotationInfo のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Content VARCHAR NULL ユーザーが入力する注釈の内容 (テキ
スト)

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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UA_CampAttribute
このテーブルには、各キャンペーンのキャンペーン・カスタム属性の値が保管され
ます。

表 11. UA_CampAttribute のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NOT

NULL

この属性値が関連付けられるキャンペ
ーンの CampaignID。

有効な値: UA_Campaign テーブルに
任意の有効な CampaignID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 11. UA_CampAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

値が保管されているキャンペーン属性
の AttributeID。

有効な値: ObjectType がキャンペー
ンである UA_AttributeDef テーブル
の任意の有効な AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 11. UA_CampAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 11. UA_CampAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL
有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 11. UA_CampAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL
有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

表 12. UA_CampAttribute の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。
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表 12. UA_CampAttribute の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。

UA_CampToCellAttr
このテーブルは、Campaign へのセル・カスタム属性のマッピングです。そのテーブ
ルの AttributeID は、すべてのセル属性になります。IBM Marketing Operations で作
成されたキャンペーンの場合のみ、このテーブルに値が取り込まれます。

表 13. UA_CampToCellAttr のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NOT

NULL

AttributeID に関連付けられたキャン
ペーンの CampaignID。

有効な値: CreatorFlag = 1 である
UA_Campaign テーブルの任意の有効
な CampaignID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 13. UA_CampToCellAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

CampaignID に関連付けられたセル属
性の AttributeID。 (これらの関係は、
IBM Marketing Operations で作成され
るキャンペーン・プロジェクト・テン
プレートで定義されます。)

有効な値: ObjectType がセルである
UA_AttributeDef テーブルの任意の有
効な AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 14. UA_CampToCellAttr の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。
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UA_CampToOffer
このテーブルには、キャンペーンとその関連オファー (「オファーの追加/削除」リ
ンクをクリックすることによって、「キャンペーン・サマリー」ページからユーザ
ーによって指定されます) とのトップダウンの定義された関係が保管されます。こ
れは多対多マッピングにできます。ボトムアップ・オファー (キャンペーンのフロ
ーチャートで使用されるオファー) はこのテーブルには保管されません。

表 15. UA_CampToOffer のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

CampaignID に関連付けられたオファ
ーの OfferID。ユーザーは、オファ
ー・ツリー階層からオファーまたはオ
ファー・リストを選択します。IBM

Campaign は、すべてのオファー・リ
ストまたはオファーの名前と OfferID

を解決し、それらを自動的に保管しま
す。回収されたオファーは選択できま
せんが、キャンペーンと関連付けられ
た後にオファーが回収される場合は、
「(回収済み)」の標識とともに表示さ
れます。

有効な値: UA_Offer に任意の有効な
OfferID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 15. UA_CampToOffer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NOT

NULL

OfferID に関連付けられたキャンペー
ンの CampaignID。これは、常に現在
のキャンペーンの ID になります
(「オファーの追加/削除」リンクにア
クセスするために使用される「キャン
ペーン・サマリー」ページのキャンペ
ーン ID)。

有効な値: UA_Campaign テーブルか
らの任意の有効な CampaignID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 16. UA_CampToOffer の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。
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UA_CampToSegment
このテーブルには、キャンペーンとその関連セグメント (「セグメントの追加/削
除」リンクをクリックすることによって、「キャンペーン・サマリー」ページから
ユーザーによって指定されます) とのトップダウンの定義された関係が保管されま
す。これは多対多マッピングにできます。ボトムアップ・セグメント (キャンペー
ンのフローチャートで使用される戦略的セグメント) はこのテーブルには保管され
ません。

表 17. UA_CampToSegment のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NOT

NULL

SegmentID に関連付けられたキャン
ペーンの CampaignID。これは、常に
現在のキャンペーンの ID になりま
す (「セグメントの追加/削除」リン
クにアクセスするために使用される
「キャンペーン・サマリー」ページの
キャンペーン ID)。

有効な値: UA_Campaign テーブルか
らの任意の有効な CampaignID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 17. UA_CampToSegment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentID BIGINT NOT

NULL

CampaignID に関連付けられた戦略的
セグメントの SegmentID。ユーザー
は、セグメント・ツリー階層からセグ
メントを選択します。AC には、これ
らの SegmentID が自動的に保管され
ます。 **非アクティブなセグメント
(ActiveFlag = 0) は選択できません。
非アクティブなセグメントはすべて、
関連付けられたキャンペーンの「キャ
ンペーン・サマリー」ページに表示さ
れなくなります。

有効な値: UA_Segment テーブルから
の任意の有効な SegmentID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 18. UA_CampToSegment の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。

UA_CCRunLog
このテーブルには、フローチャートが実稼働で実行されるたびにフローチャートの
実行履歴が記録されます (テスト実行では記録されません)。新しいフローチャート
が実行されるたびに、固有の RunID が生成されます (ブランチ/プロセスの実行時
には生成されません)。開始/終了の日時、およびフローチャートを実行したユーザー
が記録されます。IBM Distributed Marketing の実行の場合、リモート・ユーザーに
関する情報も記録されます。
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunID BIGINT NOT

NULL

バッチ・フローチャートに対してフロ
ーチャートが実行されるたびに生成さ
れる、グローバルに固有な ID

(IDsbyType から生成)。対話式フロー
チャートで変更が保存されるごとに増
分します。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NOT

NULL

実行されたフローチャートの外部キー
ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RemoteUserName VARCHAR NULL このフローチャートを実行した IBM

Distributed Marketing ユーザーのユー
ザー名。フローチャートが Distributed

Marketing を使用して実行されなかっ
た場合、NULL になります。

有効な値: IBM Marketing Platform の
有効なユーザー名。 **ユーザー名が
Marketing Platform で後から変更され
た場合、この値は Marketing Platform

には存在しなくなり、誤ったユーザー
を参照する可能性があります。

32 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LocalUserName VARCHAR NULL フローチャートを実行するために使用
された OS ユーザー (構成済みの静
的ユーザー) のユーザー名。

有効な値: 構成済み IBM Distributed

Marketing「システム・ユーザー」の
代替ログイン

32 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunStartTime TIMESTAMP NULL フローチャートの実行が開始されたシ
ステム日付。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunEndTime TIMESTAMP NULL フローチャートの実行が停止されたシ
ステム日付。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunStatus VARCHAR NULL フローチャート実行のステータス。
「成功」は、フローチャートがエラー
なしで終了したこと意味します。「失
敗」は、フローチャートが 1 つ以上
のエラーとともに終了したことを意味
します。「実行中」は、フローチャー
トが現在実行されていることを意味し
ます。「無効」は、フローチャートが
実行されていないことを意味します。

有効な値: 「成功」、「失敗」、「実
行中」、「無効」

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy BIGINT NULL フローチャートを実行したユーザーの
IBM Marketing Platform ユーザー ID

(IBM Distributed Marketing フローチ
ャートの RemoteUserName に対応)。

有効な値: Marketing Platform の有効
な UserID **後で Marketing Platform

ユーザーが削除された場合、値は無効
になる可能性があります。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 19. UA_CCRunLog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunType INTEGER NOT

NULL

Campaign セッション実行タイプの外
部キー ID

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 20. UA_CCRunLog の親テーブル

テーブル名 説明

UA_SesnRunType これは、Campaign セッション実行タイプを列挙します (テスト・モードは除
く)

表 21. UA_CCRunLog の子テーブル

テーブル名 説明

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。

UA_RunResult Distributed Marketing フローチャートを実行するごとに、ここにレコードが作
成されます。
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UA_CellAttribute
このテーブルには、特定のセルのカスタム・セル属性値が保管されます。これらの
値は、ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) にユーザーによってデータ入力
されます。カスタム属性のデータ型に応じて (UA_AttributeDef で指定)、特定の行に
対してフィールド (StringValue、NumberValue、DatetimeValue) のうちの 1 つにの
み、値が取り込まれます。属性は AttributeID の順に、ターゲット・セル・スプレッ
ドシートに表示されます。

表 22. UA_CellAttribute のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

特定のセル (CellID で指定) に値を入
力するカスタム・セル属性の
AttributeID。このテーブルのすべての
AttributeID について、
UA_AttributeDef.ObjectType は 11 (タ
ーゲット・セル) である必要がありま
す。

有効な値: UA_AttributeDef の有効な
AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 22. UA_CellAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellID BIGINT NOT

NULL

属性 ID が保管されるセル ID。

有効な値: UA_TargetCells からの有効
な CellID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 22. UA_CellAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 22. UA_CellAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 22. UA_CellAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

表 23. UA_CellAttribute の親テーブル

テーブル名 説明

UA_TargetCells このテーブルは、すべてのフローチャートで作成されたターゲット・セルの
情報を保管します。ターゲット・セルは出力プロセス (メール・リスト、コ
ール・リスト、推奨、eMessage、スナップショット、または最適化) に添付
されるセルとして定義されます 。メタデータ情報 (名前、コード)、ソース情
報 (キャンペーン、フローチャートおよびセル ID)、処理データ (割り当てら
れたオファー/オファー・リストと制御セルかどうかのリスト)、そしてセルが
ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) でトップダウンで作成された
か、またはフローチャート内でボトムアップで作成されたかを保管します。
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表 23. UA_CellAttribute の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。

UA_ContactHistory
必須のコンタクト・フィールド
(AudienceID、CellID、PackageID、ContactDateTime、ContactStatusID など) と任意の
ユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー作成のテーブ
ル。オーディエンス・レベルごとに別個のテーブルがあります。 CSP ロギング・テ
ーブルで「コンタクト履歴テーブルに記録」が有効にされている場合、このテーブ
ルに行が書き込まれます。このテーブルは、セル・メンバーシップ情報を取得し、
同じ CSP で処理されるセルを packageID で識別します (同じ CSP の同じオーディ
エンス・エンティティーに対してなされるすべてのコンタクトは、同じ「パッケー
ジ」の一部であり、中断を表すものです)。ターゲット・セルと検証制御の両方と
も、コンタクト履歴 (CH) に書き込まれます。このテーブルの既存のエントリー
(ContactStatus、UpdateDateTime、およびユーザー定義フィールド) は、トラッキン
グ・プロセスを使用して更新できます。トラッキング・プロセスは、このテーブル
に新しい行を作成することはできません。このテーブルは、コンタクトのトラッキ
ングに必要です。またこれは、最適化をコンタクトに適用するために、IBM Contact

Optimization (ACO) によっても使用されます。この「ベース」コンタクト履歴テー
ブルでは、UA_Treatment、UA_OfferHistory、および UA_OfferHistAttrib テーブルに
同時に値を取り込みます (これらのテーブルはすべて揃って「コンタクト履歴」を
構成します)。CSP でコンタクト履歴へのログ記録が無効になっている場合、これら
のテーブルには書き込まれません。
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomerID BIGINT NOT

NULL

このフィールドは、オーディエンス・
レベルを表します (1 つ以上のフィー
ルドで構成されます)。これらのフィ
ールドは、入力セルの現在の着信オー
ディエンス・レベルに基づいて自動的
に出力されます。

有効な値: 任意の有効なオーディエン
ス ID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellID BIGINT NOT

NULL

IBM Campaign は、AudienceID が属
する着信セルの CellID にデータを自
動的に取り込みます。同じ
AudienceID が複数のセルのメンバー
になっている場合、その AudienceID

は、メンバーとなっているセルごと
に、このテーブルに 1 行を確保しま
す。

有効な値: UA_TargetCells に任意の有
効な CellID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PackageID BIGINT NOT

NULL

これは、同じ CSP で扱う複数のセル
を 1 つにまとめるグローバルに固有
な ID で、パッケージ (または中断)

の概念を表します。 1 つの CSP で
使用されるすべてのオファーを同じチ
ャネルにまとめるかはユーザー次第で
す (強制ではありません)。まとめな
い場合、PackageID はオーディエンス
ID に対する「中断」を正しく表しま
せん。 PackageID は ProcessID およ
び RunID に基づきます。これは、フ
ローチャートの各実行によって変わり
ます (ブランチやプロセスの実行では
変わりません)。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactDateTime TIMESTAMP NULL コミュニケーションがオーディエンス
ID に到着する予定の日時 (例えば、
ダイレクト・メールが届く日付)。デ
フォルト値は、CSP の実行日時です
が、ユーザーは CSP でこの値を設定
できます (「ログ」タブの「詳細オプ
ション」の下にある「コンタクト日
付」フィールド)。この値は 1 つの
CSP で提供されるすべてのオファー
に対する定数値になります (1 つの中
断を表す必要があるため)。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDateTime TIMESTAMP NULL このフィールドには、この行がトラッ
キング・プロセス (通常、
ContactStatusID を更新します) によっ
て更新された最新の日付/時刻が入れ
られます。行の初期作成時の
CreateDateTime と同様です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactStatusID BIGINT NULL ContactStatusID 値は、オーディエン
ス ID のコンタクト・ステータスを
示します。コンタクト・ステータス
は、実装によってカスタマイズできま
す。また、デフォルト値は
UA_ContactStatus テーブルに収めて出
荷されます。デフォルトのコンタク
ト・ステータス (すべての CSP タイ
プに 1 つの値) は、
UA_ContactStatus.IsDefault = 1 で指定
されています。

有効な値: UA_ContactStatus テーブル
に有効な ContactStatusID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DateID BIGINT NULL UA_Date テーブルからの日付情報を
表す日付 ID

有効な値: UA_Date テーブルからの
有効な DateID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TimeID BIGINT NULL UA_Time テーブルからの時間 ID 情
報

有効な値: UA_Time テーブルからの
有効な TimeID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserDefinedFields CHAR NULL これは、このテーブルの 1 つ以上の
ユーザー定義列のプレースホルダーで
す (追加でトラッキングするフィール
ド)。これらのフィールドには、「ロ
グ」タブの「詳細オプション」を使用
して CSP またはトラッキング・プロ
セスから値を取り込むことができま
す。

有効な値: データ型に基づいて DB

によって受け入れられる任意の値。

18 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

106 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ValueBefore BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 24. UA_ContactHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UsageBefore BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 25. UA_ContactHistory の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Time このテーブルには、特定の時間の時と分に関する情報を識別する時間情報が
保持されます。これは、レポートを作成するために使用されます。このテー
ブルには、実装のセットアップの一部として値を取り込む必要があります。

UA_ContactStatus このテーブルには、コンタクト履歴に記録するために使用できる有効なコン
タクト・ステータス (実装時に定義) が入れられます。デフォルトのコンタク
ト・ステータス (IsDefault = 1) として指定した 1 行が必要です。コンタク
ト・ステータスの作成、表示、または更新用の GUI はありません。システ
ム・テーブルで直接保守する必要があります。

UA_Calendar このテーブルには、暦四半期、曜日、週の最初の曜日と最後の曜日といった
情報を示すカレンダー情報が保持されます。時系列のレポート作成を容易に
するために使用されます。このテーブルは、実装時に顧客によってカスタマ
イズされることが想定されています。実装時に、コンタクト履歴で参照され
る日付が、このテーブルでカバーされる期間内に含まれていることを確認す
る必要があります。
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UA_ContactStatus
このテーブルには、コンタクト履歴に記録するために使用できる有効なコンタク
ト・ステータス (実装時に定義) が入れられます。デフォルトのコンタクト・ステー
タス (IsDefault = 1) として指定した 1 行が必要です。コンタクト・ステータスの
作成、表示、または更新用の GUI はありません。システム・テーブルで直接保守す
る必要があります。

表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactStatusID BIGINT NOT

NULL

コンタクト・ステータスを表すシステ
ム生成の固有 ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL コンタクト・ステータスを識別するユ
ーザー提供の固有名。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)。「キャンペーン
送信」、「配信済み」、「未配信」、
「制御」の値が事前定義されています
(その他の値を追加することもできま
す)。

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL コンタクト・ステータスを説明するオ
プションの説明テキスト。 **現在、
エンド・ユーザーに使用/表示される
場所はありません

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactStatusCode VARCHAR NULL CSP またはトラッキング・プロセス
にコンタクト・ステータス値を入力す
るために使用できるコード。

有効な値: 任意の有効な文字列 (A か
ら Z まで、および 0 から 9 までの
みを使用することがベスト・プラクテ
ィスです)。
CSD、DLV、UNDLV、CTRL の値が
事前定義されています (その他の値を
追加することもできます)。これらの
値は、「名前」フィールドに事前定義
されたレスポンス・タイプに対応しま
す (CSD = キャンペーン送信、DLV

= 配信済み、UNDLV = 未配信、
CTRL = 制御).

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CountsAsContact INTEGER NULL このコンタクト・ステータスが受信者
へのコンタクトとしてカウントされる
かどうかを指定します。レポートを作
成するために使用され、コンタクトの
負担を管理するために IBM Contact

Optimization によっても使用されま
す。

有効な値: 0 = 成功したコンタクトと
してカウントしません。 1 = 成功し
たコンタクトとしてカウントします。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 26. UA_ContactStatus のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Defaults INTEGER NULL UA_ContactStatus テーブルの 1 行
は、1 の値である必要があります。ま
た、別の 1 行の値が 2 である必要も
あります (制御のため)。残りの行の
値は 0 でなければなりません。値と
して 1 が指定された行は、CSP およ
びトラッキング・プロセスによって書
き込まれるデフォルトのコンタクト・
ステータスとして使用されます (ユー
ザーによりオーバーライド可能)。値
として 2 が指定された行は、制御の
ためにデフォルトのコンタクト・ステ
ータスとして使用されます。

有効な値: 0 = デフォルトではありま
せん、1 = デフォルト、2 = 制御用
のデフォルト・コンタクト・ステータ
ス

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 27. UA_ContactStatus の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ContactHistory 必須のコンタクト・フィールド
(AudienceID、CellID、PackageID、ContactDateTime、ContactStatusID など) と
任意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー作
成のテーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のテーブルがあります。
CSP ロギング・テーブルで「コンタクト履歴テーブルに記録」が有効にされ
ている場合、このテーブルに行が書き込まれます。このテーブルは、セル・
メンバーシップ情報を取得し、同じ CSP で処理されるセルを packageID で
識別します (同じ CSP の同じオーディエンス・エンティティーに対してなさ
れるすべてのコンタクトは、同じ「パッケージ」の一部であり、中断を表す
ものです)。ターゲット・セルと検証制御の両方とも、コンタクト履歴 (CH)

に書き込まれます。このテーブルの既存のエントリー
(ContactStatus、UpdateDateTime、およびユーザー定義フィールド) は、トラッ
キング・プロセスを使用して更新できます。トラッキング・プロセスは、こ
のテーブルに新しい行を作成することはできません。このテーブルは、コン
タクトのトラッキングに必要です。またこれは、最適化をコンタクトに適用
するために、IBM Contact Optimization (ACO) によっても使用されます。こ
の「ベース」コンタクト履歴テーブルでは、
UA_Treatment、UA_OfferHistory、および UA_OfferHistAttrib テーブルに同時
に値を取り込みます (これらのテーブルはすべて揃って「コンタクト履歴」
を構成します)。CSP でコンタクト履歴へのログ記録が無効になっている場
合、これらのテーブルには書き込まれません。

UA_DtlContactHist このテーブルは、同じセル内のそれぞれがすべてまったく同じオファーを受
け取るわけではないオファーのパーソナライズ (サブセル) ケースで、どのオ
ファー・バージョンを、どのオーディエンス ID が受け取るかを正確に保管
します。それらは、異なる数のオファーまたは異なるオファー・バージョ
ン、あるいはその両方を受け取る場合があります。
UA_Treatment.HasDetailHistory = 1 の場合のみ、このテーブルに行が書き込
まれます。

UA_CustomMacros
このテーブルには、ユーザーおよびフローチャート全体で再使用するためのカスタ
ム・マクロが保管されます。これには、照会名、照会 (未加工 SQL または IBM

Campaign マクロ言語を使用できます)、および説明が保管されます。カスタム・マ
クロは、入力パラメーターを使用したり、各オーディエンス ID でデータ値を返し
たりできます。
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

カスタム・マクロが保管されるフォル
ダーのフォルダー ID。オブジェクト
が保管されるフォルダーに基づいて、
値が自動的に取り込まれます。オブジ
ェクトを別のフォルダーに「移動」す
ることによって、ユーザーはこの値を
変更できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

マクロ名。この名前は、グローバルに
固有である必要があります。カスタ
ム・マクロに入力パラメーターが必要
な場合は、コンマ区切りで指定し、括
弧内にリストする必要があります。例
: "MySumGroupBy(id, table, field)"

有効な値: 任意のテキスト文字 (IBM

Campaign 式の名前に使用することが
標準で禁止されている特殊名前文字は
除く)

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL 特定のユーザー定義フィールドの最初
の行にあるカスタム・マクロのオプシ
ョン説明。 predicateexpr がフィール
ドの長さを超えて、複数の行にわたっ
て保管されている場合のみ、インデッ
クス番号 (2 から n) が入れられま
す。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに使用することが標準で禁止され
ている特殊文字は除く)、または 2 か
ら n までの数字

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

式 VARCHAR NULL マクロ式を表すテキスト。変数名は不
等号括弧で囲む必要があります。例:

"Select <id>, sum(<field>) from table

<table> group by <id>"

有効な値: 任意の有効な SQL または
IBM Campaign 言語式

2000 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ExpressionType INTEGER NULL 式のタイプ (カスタム・マクロを作成
するときにユーザーによって指定され
ます)。式には、マッチングしてマー
ジしたオーディエンス ID のリスト
を返す IBM Campaign 言語式、ID

リストを返す未加工 SQL 式、ペアに
された ID と値 (テキストまたは数
値) を返す未加工 SQL 式、または未
加工 SQL フラグメント (テキスト置
換として貼り付けられたもの) を使用
できます。

有効な値: 0 = Affinium、1=SQL リ
スト、2 = SQL 値

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataSrcName VARCHAR NULL データ・ソースの名前。
「Affinium」(IBM Campaign) 式タイ
プを使用する場合、このフィールドに
は値は取り込まれません。構成された
データ・ソース名は、選択するために
ユーザーに表示されます。

有効な値: 有効なデータ・ソース名。
dbconfig.lis で構成します

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataVarType INTEGER NULL 未加工 SQL 式で返されるデータ値が
数値のデータ型か文字列のデータ型で
あるかを指定します。ExpressionType

= 2 の場合、必須です。

有効な値: 7 = 数値、8 = テキスト

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataVarNBytes INTEGER NULL 返されるデータ値の長さ (バイト単
位)。ExpressionType = 2 の場合、必
須です。

有効な値: 正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL カスタム・マクロが作成された日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

124 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL マクロを作成したユーザーの IBM

Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 125



表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの IBM Marketing Platform ユーザ
ー ID。初回のオブジェクト作成で
は、CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる IBM Marketing Platform ユーザ
ーを決定する、オブジェクトのセキュ
リティー・ポリシー ID。オブジェク
トがフォルダー内に作成された場合、
オブジェクトのセキュリティー・ポリ
シーは、オブジェクトがあるフォルダ
ーのセキュリティー・ポリシーに自動
的に設定されます (ユーザーは変更で
きません)。ユーザーは、別のセキュ
リティー・ポリシーを持つ別のフォル
ダーにオブジェクトを移動することに
よって、オブジェクトのセキュリティ
ー・ポリシーを変更できます (ソース
と宛先の両方のセキュリティー・ポリ
シーにおいて、ユーザーにそのオブジ
ェクトの「移動」権限が必要です)。
オブジェクトがそのオブジェクト・タ
イプのトップレベルのルート・フォル
ダーに作成された場合のみ、ユーザー
が直接設定できます (ユーザーに役割
があるセキュリティー・ポリシーが選
択項目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform

usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 28. UA_CustomMacros のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 29. UA_CustomMacros の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

UA_DerivedField
このテーブルには、ユーザーおよびフローチャート全体で再使用するためのユーザ
ー定義フィールドが保管されます。名前、定義、および説明が保管されます。キャ
ンペーン内に作成された新しいユーザー定義フィールドは、「ユーザー定義フィー
ルドの作成」ウィンドウを使用して、このテーブルに保管されます。述部式が長く
なる場合は、説明フィールドを数値インデックスとして使用して複数の行をまとめ
ることによって、複数の行にまたがって記述することができます。
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

ユーザー定義フィールドの名前。保管
するフォルダー内で固有である必要が
あります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (IBM

Campaign 式の名前に使用することが
標準で禁止されている特殊名前文字は
除く)。

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL 特定のユーザー定義フィールドの最初
の行にあるユーザー定義フィールドの
オプション説明。 predicateexpr がフ
ィールドの長さを超えて、複数の行に
わたって保管されている場合のみ、イ
ンデックス番号 (2 から n) が入れら
れます。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに使用することが標準で禁止され
ている特殊文字は除く)、または 2 か
ら n までの数字

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

predicateexpr VARCHAR NULL ユーザー定義フィールドの IBM

Campaign 言語式定義。

有効な値: IBM Campaign マクロ式で
使用可能な文字。

2000 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL ユーザー定義フィールドが作成された
日時

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL ユーザー定義フィールドを作成したユ
ーザーの IBM Marketing Platform

UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 30. UA_DerivedField のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 31. UA_DerivedField の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

UA_DtlContactHist
このテーブルは、同じセル内のそれぞれがすべてまったく同じオファーを受け取る
わけではないオファーのパーソナライズ (サブセル) ケースで、どのオファー・バー
ジョンを、どのオーディエンス ID が受け取るかを正確に保管します。それらは、
異なる数のオファーまたは異なるオファー・バージョン、あるいはその両方を受け
取る場合があります。UA_Treatment.HasDetailHistory = 1 の場合のみ、このテーブ
ルに行が書き込まれます。
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomerID BIGINT NOT

NULL

このフィールドは、オーディエンス・
レベルを表します (1 つ以上のフィー
ルドで構成されます)。これらのフィ
ールドは、入力セルの現在の着信オー
ディエンス・レベルに基づいて自動的
に出力されます。

有効な値: 任意の有効なオーディエン
ス ID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TreatmentInstID BIGINT NOT

NULL

特定のオファー・バージョンおよびオ
ファーのパーソナライズでの実行イン
スタンスの使用を識別する処理インス
タンス ID。

有効な値: UA_Treatment テーブルに
任意の有効な TreatmentInstID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactStatusID BIGINT NULL ContactStatusID 値は、オーディエン
ス ID のコンタクト・ステータスを
示します。コンタクト・ステータス
は、実装によってカスタマイズできま
す。また、デフォルト値は
UA_ContactStatus テーブルに収めて出
荷されます。 **デフォルトのコンタ
クト・ステータス (すべての CSP タ
イプに 1 つの値) は、
UA_ContactStatus.IsDefault = 1 で指定
されています。

有効な値: UA_ContactStatus テーブル
に有効な ContactStatusID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ContactDateTime TIMESTAMP NULL このフィールドは、コミュニケーショ
ンがオーディエンス ID に到着する
予定の日時 (例えば、ダイレクト・メ
ールが届く日付) を表します。デフォ
ルト値は、CSP の実行日時ですが、
ユーザーは CSP でこの値を設定でき
ます (「ログ」タブの「詳細オプショ
ン」ボタンの下にある「コンタクト日
付」フィールド)。この値は 1 つの
CSP で提供されるすべてのオファー
に対する定数値になります (1 つの中
断を表す必要があるため)。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDateTime TIMESTAMP NULL このフィールドには、この行がトラッ
キング・プロセス (通常、
ContactStatusID を更新します) によっ
て更新された最新の日付/時刻が入れ
られます。行の初期作成時の
CreateDateTime と同様です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserDefinedFields CHAR NULL これは、このテーブルの 1 つ以上の
ユーザー定義列のプレースホルダーで
す (追加でトラッキングするフィール
ド)。これらのフィールドには、「ロ
グ」タブの「詳細オプション」ボタン
を使用して CSP またはトラッキン
グ・プロセスから値を取り込むことが
できます。

有効な値: データ型に基づいて DB

によって受け入れられる任意の値。

18 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DateID BIGINT NOT

NULL

UA_Date テーブルからの日付情報を
表す日付 ID

有効な値: UA_Date テーブルからの
有効な DateID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TimeID BIGINT NOT

NULL

UA_Time テーブルからの時間 ID 情
報

有効な値: UA_Time テーブルからの
有効な TimeID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ValueBefore BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 32. UA_DtlContactHist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UsageBefore BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 33. UA_DtlContactHist の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Time このテーブルには、特定の時間の時と分に関する情報を識別する時間情報が
保持されます。これは、レポートを作成するために使用されます。このテー
ブルには、実装のセットアップの一部として値を取り込む必要があります。

UA_ContactStatus このテーブルには、コンタクト履歴に記録するために使用できる有効なコン
タクト・ステータス (実装時に定義) が入れられます。デフォルトのコンタク
ト・ステータス (IsDefault = 1) として指定した 1 行が必要です。コンタク
ト・ステータスの作成、表示、または更新用の GUI はありません。システ
ム・テーブルで直接保守する必要があります。

UA_Calendar このテーブルには、暦四半期、曜日、週の最初の曜日と最後の曜日といった
情報を示すカレンダー情報が保持されます。時系列のレポート作成を容易に
するために使用されます。このテーブルは、実装時に顧客によってカスタマ
イズされることが想定されています。実装時に、コンタクト履歴で参照され
る日付が、このテーブルでカバーされる期間内に含まれていることを確認す
る必要があります。
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UA_EnumAttrValues
このテーブルには、UA_AttributeDef.EnumType = 1 または 2 のカスタム属性のす
べてのドロップダウン・リスト (列挙) データ値が保持されます。

表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

値が属している AttributeID。

有効な値: UA_AttributeDef に任意の
有効な AttributeID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL 属性値のオプションの説明。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL StringValue、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL StringValue、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL StringValue、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 34. UA_EnumAttrValues のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

isDefault INTEGER NULL このフラグは、値がタイプ「単一選
択」の属性のデフォルト値かどうかを
示します。

有効な値: 0、1

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 35. UA_EnumAttrValues の親テーブル

テーブル名 説明

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。
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UA_Flowchart
このテーブルには、すべてのフローチャートに関する情報が保管されます。システ
ム内の各フローチャートに対して 1 行が保管されます。また、システムで実行中の
フローチャート (ステータス) でレポートを作成するためにも使用されます。

表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NOT

NULL

フローチャートの固有 ID。この ID

は、フローチャートが作成されたとき
にシステムによって割り当てられま
す。

有効な値: UA_Flowchart テーブルに
任意の有効な FlowchartID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TempFlag INTEGER NOT

NULL 有効な値: 0 = 永続的な行、1 = フロ
ーチャートの編集時に作成される一時
的な行

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 157



表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL フローチャートの名前。キャンペーン
内で固有である必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL フローチャートのオプションの説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SessionID BIGINT NULL このフローチャートが関連付けられる
セッションのセッション ID。フロー
チャートがセッションの一部である場
合にのみ、値が取り込まれます。単一
の行では SessionID または
CampaignID の (両方ではなく) いず
れかのみ値が取り込まれます。

有効な値: UA_Session テーブルから
の有効な SessionID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartType VARCHAR NULL フローチャートのタイプ (バッチまた
はリアルタイム)。「イベント処理」
は対話式フローチャートです。IBM

Campaign Interact がインストールさ
れていて、フローチャートを作成する
ときにのみ、オプションとして使用で
きます。

有効な値: 「バッチ」、「イベント処
理」

32 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Status VARCHAR NULL フローチャートのステータス。これ
は、フローチャートの現在の状態を指
定します。実行している (「実行
中」)、実行してエラーなしで成功し
た (「成功」)、実行して終了したが
エラーが発生した (「失敗」)、実行
を待機している (スケジュール・プロ
セスの待機中) (「待機中」)、実行中
に一時停止した (「一時停止」)、ま
たは実行していない (「無効」) のい
ずれかを示します。

有効な値: 「成功」、「失敗」、「実
行中」、「待機中」、「一時停止」、
「無効」

16 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL フローチャートを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

164 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunStartDate TIMESTAMP NULL このフローチャートに対する実行が最
後に開始されたサーバー日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunEndDate TIMESTAMP NULL このフローチャートに対する実行が最
後に終了したサーバー日時。一度も実
行されていない場合には、この値は
NULL です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy INTEGER NULL このフローチャートを最後に実行した
ユーザーの Marketing Platform ユー
ザー ID。一度も実行されていない場
合には、この値は NULL です。

有効な値: Marketing Platform の有効
な UserID **後で Marketing Platform

ユーザーが削除された場合、値は無効
になる可能性があります。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FileName VARCHAR NULL フローチャートの構成およびデータを
含むサーバー・バイナリー・ファイル
の名前 (例: MyFlowchart.ses)

有効な値: オペレーティング・システ
ムの有効なファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataSources VARCHAR NULL フローチャートで使用されるすべての
データ・ソースのリスト。各データ・
ソースはコンマで区切ります (例:

「datasource1, datasource2,

datasource3」)。このリストは、フロ
ーチャートを開くとき、または実行す
るときに、各データ・ソースへの有効
なログインを取得するために使用され
ます。例えば、ユーザーがキャンペー
ン (すべてのフローチャート) を実行
する際に、各フローチャートのリスト
をマージして、重複を除去することが
できます。また、ユーザーの
Marketing Platform プロファイルから
使用できなかった場合、ログイン時に
プロンプトが表示されます。

有効な値: dbconfig.lis で定義される
有効なデータ・ソース

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NULL このフローチャートが関連付けられる
キャンペーンのキャンペーン ID。フ
ローチャートがキャンペーンの一部で
ある場合にのみ、値が取り込まれま
す。単一の行では、SessionID または
CampaignID の (両方ではなく) にい
ずれかのみ値が取り込まれます。

有効な値: UA_Campaign テーブルか
らの有効なキャンペーン ID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 36. UA_Flowchart のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 37. UA_Flowchart の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Session キャンペーンに作成されたセッションに関する情報を保管します。

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。
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UA_FlowchartSeg
このテーブルには、セグメントとフローチャートのすべての関係が入れられます。
フローチャートによってセグメントが作成される、またはセグメントがフローチャ
ートによって単に参照されるときに (両方の場合もあります)、定義されます。この
テーブルを作成することによって、FK 関係を DB レベルで強制することができま
す。

表 38. UA_FlowchartSeg のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentID BIGINT NOT

NULL

セグメントの固有 ID。この ID は、
セグメントが作成されたときにシステ
ムによって割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 38. UA_FlowchartSeg のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NOT

NULL

特定のセグメントを参照するフローチ
ャート ID。

有効な値: UA_Flowchart テーブルに
任意の有効な FlowchartID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 38. UA_FlowchartSeg のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RefType INTEGER NOT

NULL

RefType は UA_FlowchartSeg テーブ
ルを UA_SegRefType テーブルと結び
付けます。この列は、フローチャート
がセグメントを参照する方法を定義し
ます。例えば、いくつかのフローチャ
ートはセグメントを作成し、他のフロ
ーチャートは既存のセグメントを使用
するとします。バッチ・フローチャー
トの値は、常に 1 (作成者) になりま
す。IBM Interact が環境に組み込まれ
ていない限り、バッチ・フローチャー
トの値が 2 (リファレンサー) になる
ことはありません。 2 の値は、対話
式フローチャートにのみ使用されま
す。

有効な値: 1 = 作成者、2 = リファレ
ンサー

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 39. UA_FlowchartSeg の親テーブル

テーブル名 説明

UA_SegRefType 有効な参照タイプを使用して値が事前に取り込まれているルックアップ・テ
ーブル。

UA_Segment このテーブルには、セグメントの作成プロセスによって作成された戦略的セ
グメントに関する情報が保管されます。セグメントの作成プロセスが作成さ
れ、フローチャートで保存されると、値が取り込まれます。その後、セグメ
ントの作成プロセスが実行されると、更新されます。セグメントの作成プロ
セス・ボックスを含むフローチャートが編集または実行されている間、行の
一時コピーが作成されます (TempFlag = 1)。
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UA_FlowchartTmpl
このテーブルには、フローチャート・テンプレートに関するメタデータが保管され
ます。ユーザーがフローチャート・メニューから「ツール」->「保管されたテンプ
レート」を選択すると、値が取り込まれます。

表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

フローチャート・テンプレートの名
前。保管するフォルダー内で固有であ
る必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) フローチャート・テン
プレートのフリー・フォームの説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FileName VARCHAR NULL フローチャート・テンプレートを含む
サーバー・バイナリー・ファイルの名
前 (例: MyTemplate.tpl)

有効な値: オペレーティング・システ
ムの有効なファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL オブジェクトを作成したユーザーの
Marketing Platform ユーザー ID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 185



表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 40. UA_FlowchartTmpl のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来の使用のために予約済み。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 41. UA_FlowchartTmpl の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

UA_Folder
このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダーすべ
ての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するために新規フォ
ルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えばキャンペーン、セッ
ション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユーザー定義フィールドな
ど)。
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

フォルダーの固有 ID。この ID は、
新しいフォルダーが作成されたときに
システムによって割り当てられます。
フォルダー ID は、100 または
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ーの値 (大きい方の値) から開始しま
す。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL フォルダーの名前。親フォルダー内で
固有である必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL フォルダーのオプションの説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ParentFolderID BIGINT NULL 親フォルダーの固有 ID。このフィー
ルドは、逆方向にトレースして現在の
フォルダーの絶対パス名を取得するた
めに使用されます。最上位のフォルダ
ーのみ、このフィールドの値は
NULL になります。ユーザーは、フ
ォルダーを作成するときに、親フォル
ダーを選択します。

有効な値: UA_Folder テーブルの任意
の有効な FolderID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ObjectType INTEGER NULL このフォルダーに保管されるシステ
ム・オブジェクトのタイプ。

有効な値: 1 = セッション、2 = キャ
ンペーン、3 = セグメント、4= オフ
ァー、5 = 製品、6 = キューブ、7 =

ACO セッション、8 = カスタム・マ
クロ、9 = ユーザー定義フィール
ド、10 = トリガー、11 = ターゲッ
ト・セル

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL フォルダーを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの IBM Marketing Platform ユーザ
ー ID。初回のオブジェクト作成で
は、CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorFlag INTEGER NULL IBM Campaign と Marketing

Operations のオファー統合が有効な場
合に使用されます。フラグは、オファ
ーが Campaign または Marketing

Operations のどちらによって作成され
たかを示します。

有効な値: 0、1、2、3

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 42. UA_Folder のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorObjectId BIGINT NULL Campaign と Marketing Operations の
オファー統合で使用されます。フィー
ルドは、IBM Campaign フォルダーと
Marketing Operations フォルダーのオ
ブジェクトを関連付けるために、
Marketing Operations によって使用さ
れます。

有効な値: 長整数

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 43. UA_Folder の子テーブル

テーブル名 説明

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。

UA_CustomMacros このテーブルには、ユーザーおよびフローチャート全体で再使用するための
カスタム・マクロが保管されます。これには、照会名、照会 (未加工 SQL ま
たは IBM Campaign マクロ言語を使用できます)、および説明が保管されま
す。カスタム・マクロは、入力パラメーターを使用したり、各オーディエン
ス ID でデータ値を返したりできます。
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表 43. UA_Folder の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_DerivedField このテーブルには、ユーザーおよびフローチャート全体で再使用するための
ユーザー定義フィールドが保管されます。名前、定義、および説明が保管さ
れます。キャンペーン内に作成された新しいユーザー定義フィールドは、
「ユーザー定義フィールドの作成」ウィンドウを使用して、このテーブルに
保管されます。述部式が長くなる場合は、説明フィールドを数値インデック
スとして使用して複数の行をまとめることによって、複数の行にまたがって
記述することができます。

UA_FlowchartTmpl このテーブルには、フローチャート・テンプレートに関するメタデータが保
管されます。ユーザーがフローチャート・メニューから「ツール」->「保管
されたテンプレート」を選択すると、値が取り込まれます。

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_OfferList このテーブルには、内部およびユーザー作成の両方のオファー・リストが保
管されます。ユーザー作成のオファー・リストは静的 (オファーの固定リス
ト) またはスマート (動的; 照会に基づく) のどちらにもできます。複数オフ
ァーが割り当てられている場合、CSP の特定のセルに割り当てられたオファ
ーの実際のリストをグループにまとめるために、内部で生成されたオファ
ー・リストが使用されます。内部オファー・リストは、ユーザー作成のオフ
ァー・リストを参照することがあります (1 レベルのネスティングのみがサ
ポートされます)。

UA_Segment このテーブルには、セグメントの作成プロセスによって作成された戦略的セ
グメントに関する情報が保管されます。セグメントの作成プロセスが作成さ
れ、フローチャートで保存されると、値が取り込まれます。その後、セグメ
ントの作成プロセスが実行されると、更新されます。セグメントの作成プロ
セス・ボックスを含むフローチャートが編集または実行されている間、行の
一時コピーが作成されます (TempFlag = 1)。

UA_Session キャンペーンに作成されたセッションに関する情報を保管します。

UA_TableCatalog このテーブルには、IBM Campaign で使用できるすべてのテーブル・カタロ
グに関する情報が保管されます。

UA_Triggerlist このテーブルには、スケジュール・プロセスとコンタクト・プロセスを介し
て送信される各発信トリガーの名前、定義、および注釈が保管されます。ト
リガーはコマンド・ライン (バッチ・ファイルまたはスクリプトが可能) を実
行します。

UACO_OptSession このテーブルのエントリーは、そのすべてのメタデータを伴った単一の最適
化セッションを表します。
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UA_IDSByType
このテーブルには、さまざまなオブジェクト・タイプに関する次の有効な ID が含
まれます (Campaign システムの各テーブルに挿入される新しい行に使用される 1

次キー)。これらの ID は、システム内でグローバルに固有な ID を生成し、固有性
についてのチェックが必要にならないようにするために、システムによって使用さ
れます。このテーブルは、オブジェクト (テーブル) のタイプごとにカウンターを維
持します。新しい行が作成されるたびに、カウンターの現行値が 1 次キーに使用さ
れ、カウンターが増分します。
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表 44. UA_IDSByType のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TypeID BIGINT NOT

NULL

オブジェクトの特定のタイプの固有
ID。

有効な値: 0 から 49 は、次のように
定義されています:

ID_CampaignID=0、ID_ChannelID =

1、ID_CreativeID = 2、ID_CubeID =

3、ID_FlowchartID = 4、ID_FolderID

= 5、ID_OfferID =

6、ID_OfferTrackID =

7、ID_ResponseID =

8、ID_SegmentID = 9、ID_SessionID

= 10、ID_ACOSessionID =

11、ID_OptimizeID =

12、ID_ContactTrackID =

13、ID_ResponseTrackID =

14、ID_OfferGroupID =

15、ID_OfferHistoryID =

16、ID_RunID = 17、ID_TreatmentID

= 18、ID_TargetCellID =

19、ID_OfferTemplateID =

20、ID_RuleID = 21、ID_OfferListId

= 22、ID_AttributeDef =

23、ID_ResponseTypeID =

24、ID_ContactStatusID =

25、ID_PackageID =

26、ID_ResponsePackID =

27、ID_CriteriaID =

28、ID_OfferListResolveID =

29、ID_EmsgOutputList =

30、ID_ACI_RuleGroupID =

31、ID_ACI_RuleID =

32、ID_ACI_DeploymentID =

33、ID_ACI_CategoryID =

34、ID_ACI_MessageID =

35、ID_ACI_InteractionPointID =

36、ID_ACI_ZoneID =

37、ID_ACI_InteractiveChannelID =

38、ID_ACI_StrategyID =

39、ID_ACI_PredicateID =

40、ID_EmsgPFMappingID =

41、ID_EmsgPFUseID =

42、ID_TmpTableID =

43、ID_ExRuleID =

44、ID_ACI_ConstraintID =

45、ID_ACI_LearningModelID =

46、ID_ACI_LearningModelAttrID =

47、ID_ACI_DepVersionID =

48、ID_ACI_EventActionID = 49

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 44. UA_IDSByType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NextID BIGINT NULL オブジェクトの次の使用可能な ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい

204 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



UA_Initiatives
マーケティング・イニシアチブの名前を保持します (Campaign の「サマリー」ペー
ジにある「イニシアチブ」フィールドに値を取り込みます)。

表 45. UA_Initiatives のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

InitiativeName VARCHAR NOT

NULL

イニシアチブ名前。この名前は固有で
ある必要があります。**現在のとこ
ろ、これらの値を入力する GUI はあ
りません。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

UA_Offer
このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー属性
は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファーは、オファー
の作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられています。オファー作
成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済み属性のデフォルト値を変
更できます。パラメーター化済み属性の実際の値は、フローチャート設計時または
フローチャート実行時に割り当てられます。
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

オファーの固有 ID。この ID は、新
しいオファーが作成されたときにシス
テムによって割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

オファーの名前。固有である必要はあ
りません。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

130 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL オファーのオプションの説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL オファーを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberOfOffer

Codes

INTEGER NULL このフィールドは、オファー・コード
のパートの数を指定します (最大値は
5 です)。OfferCodeX フィールドに
は、X <= この値の場合に、値が取り
込まれます (例えば、
NumberOfOfferCodes = 2 の場合、
OfferCode1 および OfferCode2 のフィ
ールドに値が取り込まれます。残りの
オファー・コード 3 から 5 は
NULL になります)。オファー・コー
ド (N パートすべて) は、グローバル
に固有である必要がありますが、個々
のパートは固有であることは保証され
ません。 **保存時にグローバルに固
有であることは強制ではありません
(ユーザーがこれらの値をオーバーラ
イドする場合、重複したオファー・コ
ードを保持できます)。

有効な値: 1 から 5 までの整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode1 VARCHAR NOT

NULL

これは、オファー・コードの最初のパ
ートであり、常に値が設定されます。
UA_OfferTemplate.OfferCode1

CodeFrmt で定義されているオファ
ー・コードの指定形式と一致した値が
最初にシステムによって生成されま
す。ユーザーは、このオファーの「オ
ファー・コードの再生成」権限がある
場合のみ、この値をオーバーライドす
ることができます。

有効な値:

UA_OfferTemplate.OfferCode1

CodeFrmt に準拠した有効なストリン
グ

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode2 VARCHAR NULL これは、オファー・コードの最初のパ
ートであり、NumberOfOfferCodes >=

2 の場合に値が設定されます。
UA_OfferTemplate.OfferCode2

CodeFrmt で定義されているオファ
ー・コードの指定形式と一致した値が
最初にシステムによって生成されま
す。ユーザーは、このオファーの「オ
ファー・コードの再生成」権限がある
場合のみ、この値をオーバーライドす
ることができます。

有効な値:

UA_OfferTemplate.OfferCode2

CodeFrmt に準拠した有効なストリン
グ

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode3 VARCHAR NULL これは、オファー・コードの最初のパ
ートであり、NumberOfOfferCodes >=

3 の場合に値が設定されます。
UA_OfferTemplate.OfferCode3

CodeFrmt で定義されているオファ
ー・コードの指定形式と一致した値が
最初にシステムによって生成されま
す。ユーザーは、このオファーの「オ
ファー・コードの再生成」権限がある
場合のみ、この値をオーバーライドす
ることができます。

有効な値:

UA_OfferTemplate.OfferCode3

CodeFrmt に準拠した有効なストリン
グ

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode4 VARCHAR NULL これは、オファー・コードの最初のパ
ートであり、NumberOfOfferCodes >=

4 の場合に値が設定されます。
UA_OfferTemplate.OfferCode4

CodeFrmt で定義されているオファ
ー・コードの指定形式と一致した値が
最初にシステムによって生成されま
す。ユーザーは、このオファーの「オ
ファー・コードの再生成」権限がある
場合のみ、この値をオーバーライドす
ることができます。

有効な値:

UA_OfferTemplate.OfferCode4

CodeFrmt に準拠した有効なストリン
グ

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode5 VARCHAR NULL これは、オファー・コードの最初のパ
ートであり、NumberOfOfferCodes =

5 の場合に値が設定されます。
UA_OfferTemplate.OfferCode5

CodeFrmt で定義されているオファ
ー・コードの指定形式と一致した値が
最初にシステムによって生成されま
す。ユーザーは、このオファーの「オ
ファー・コードの再生成」権限がある
場合のみ、この値をオーバーライドす
ることができます。

有効な値:

UA_OfferTemplate.OfferCode5

CodeFrmt に準拠した有効なストリン
グ

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferTemplID BIGINT NULL このオファーを生成するために使用さ
れるオファー・テンプレートの
OfferTemplID (オファーを作成すると
きにユーザーによって選択されま
す)。オファーの作成後、この値を変
更することはできません。

有効な値: UA_OfferTemplate テーブ
ルからの有効な OfferTemplID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 219



表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Retired INTEGER NULL オファーが「回収済み」であるかどう
かを指定します。回収されると、キャ
ンペーン/フローチャートにオファー
を提供できなくなります。デフォルト
では、新たに作成されたオファーは、
回収されません。回収されたオファー
は、オファーを割り当てる際の選択肢
として表示されません。ユーザーは、
いつでもオファーの回収を選択できま
す。削除できないオファーは、代わり
に自動的に回収されます。 **GUI で
オファーの回収を解除する方法はあり
ません。

有効な値: 0 = アクティブ、1 = 回収
済み

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

EffectiveDateFlag INTEGER NULL このオファーが有効にされる最初の日
付が絶対日付に基づくか、フローチャ
ート実行日になるかを指定します。

有効な値: 0 = 絶対日付、1 = フロー
チャート実行日

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ExpirationDate Flag INTEGER NULL このオファーが有効である最後の日付
が絶対日付に基づくか、発効日後の一
定の期間 (日数) にするかを指定しま
す。

有効な値: 0 = 絶対日付、1 = コンタ
クト後の期間、2 = コンタクト後の
月末 (使用されません)

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DeleteLock INTEGER NOT

NULL 有効な値: 0 = 使用されていない、1

= ロック済み/オファーは使用中

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorFlag INTEGER NULL オファーを作成したアプリケーション
を示す数値。

有効な値: 0、1、2、3

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 46. UA_Offer のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorObjectId BIGINT NULL 作成元アプリケーションの対応するオ
ブジェクトの ID

有効な値: 長整数

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 47. UA_Offer の親テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferTemplate このテーブルでは、システムで定義されている各オファー・テンプレートに
対して 1 行が入れられます (これらはオファーを作成するために使用されま
す)。各オファー・テンプレートに対して、オファー・コードの数、その形
式、およびオファー・コード・ジェネレーターが定義されます。また、処理
コードの形式とジェネレーター、および一般的なオファー・テンプレート・
メタデータが定義されます。

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。
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表 48. UA_Offer の子テーブル

テーブル名 説明

UA_CampToOffer このテーブルには、キャンペーンとその関連オファー (「オファーの追加/削
除」リンクをクリックすることによって、「キャンペーン・サマリー」ペー
ジからユーザーによって指定されます) とのトップダウンの定義された関係
が保管されます。これは多対多マッピングにできます。ボトムアップ・オフ
ァー (キャンペーンのフローチャートで使用されるオファー) はこのテーブル
には保管されません。

UA_OfferAttribute このテーブルには、オファー (システム生成およびカスタム) に関連付けられ
た、静的属性の値およびパラメーター化された属性のデフォルト値が保管さ
れます。

UA_OfferHistory このテーブルには、顧客に提供されたすべてのオファー・バージョンが保管
されます。これによって、特定のオファー (offerID) のパラメーター化された
オファー属性 (OfferHistoryID によって識別されるオファー・バージョン) の
特定の組み合わせが既に作成されている (CRC 値を使用している) かどうか
が判別されます。UA_OfferHistory テーブルには、固有のオファー・バージョ
ンごとに一度だけ値が取り込まれます。あるオファーの UA_OfferHistory テ
ーブルに既に値が取り込まれている場合、同じオファーのコンタクト履歴が
更新されても、もう一度値が取り込まれることはありません。

UA_OfferListMember このテーブルには、オファー・リストのメンバーが保管されます。ユーザー
定義の静的オファー・リストの場合、OfferID のリストと表示順序が含まれ、
オファー・リストを保存するときに値が取り込まれます。ユーザー定義のス
マート・オファー・リストの場合、このテーブルには、スマート照会が範囲
指定されたフォルダーのリストが入れられます (存在する場合)。内部オファ
ー・リストの場合、このテーブルには、すべての参照 (ネストされた) オファ
ー・リストが保管されます。メンバーは、次のいずれかになります。 o 個々
のオファー o オファー・リスト o フォルダー オファー・リストのそれぞれ
のメンバーは、上記のいずれかである必要があります。

UA_OfferToProduct このテーブルには、オファーと製品の関係に関する情報が保管されます。こ
れは、「関連オファー」フィールド (オファーを使用する場合に必要) によっ
て指定されます。ユーザーがオファーの「関連オファー」フィールドに値を
指定した場合のみ、このテーブルに値が取り込まれます。

UA_ProductIndex このテーブルには、オファーに関連付けられた (「関連オファー」フィール
ドから)「製品の照会」に一致する ProductID に基づく製品とオファーの間の
多対多の関係が保管されます。これは、UA_OfferToProduct.Condition 照会を
再実行する必要なしに、レスポンス・トラッキングに対して特定のオファー
に関連付けられた製品のセットを素早く解決するために使用されます。この
テーブルでは、IBM Marketing Platform (リスト・パラメーター) で構成され
た間隔で、Java プログラムによって定期的に値が取り込まれたり、更新され
たりします。

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。
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表 48. UA_Offer の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UACO_ROffer このテーブルには、特定のサブセクションの特定のルールを制約するオファ
ーのセットが入れられます。

UACO_PCT0000000000 これは、サンプルのテーブルです。最適化セッションごとに作成され、
UACO_PCTBase テーブルに基づきます。

UACO_SesnOffer このテーブルは、スコア行列と、セッションで使用される「表示するオファ
ー」の 2 つの項目の定義に寄与します。

UA_OfferAttribute
このテーブルには、オファー (システム生成およびカスタム) に関連付けられた、静
的属性の値およびパラメーター化された属性のデフォルト値が保管されます。

表 49. UA_OfferAttribute のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

この属性値が関連付けられるオファー
の OfferID。

有効な値: UA_Offer テーブルの任意
の有効な OfferID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 49. UA_OfferAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

値が保管されているオファー属性の
AttributeID。

有効な値: UA_AttributeDef テーブル
の任意の有効な AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 49. UA_OfferAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

232 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 49. UA_OfferAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 49. UA_OfferAttribute のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

表 50. UA_OfferAttribute の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。
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UA_OfferHistAttrib
このテーブルには、オファーが使用される際に、パラメーター化されたオファー属
性にのみ使用される実際の値が保管されます (CH へのログ記録が有効にされたフロ
ーチャート実稼働実行で提供)。フローチャートの実行時にデータが挿入されます。

表 51. UA_OfferHistAttrib のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

値が保管されているオファー属性の
AttributeID。

有効な値: UA_AttributeDef テーブル
の任意の有効な AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 51. UA_OfferHistAttrib のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferHistoryID BIGINT NOT

NULL

この属性値が保管されているオファー
履歴 ID (オファー・バージョンまた
はパラメーター化されたオファー属性
の固有の順列)。

有効な値: UA_OfferHistory テーブル
の任意の有効な OfferHistoryID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 51. UA_OfferHistAttrib のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 51. UA_OfferHistAttrib のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 51. UA_OfferHistAttrib のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい

表 52. UA_OfferHistAttrib の親テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferHistory このテーブルには、顧客に提供されたすべてのオファー・バージョンが保管
されます。これによって、特定のオファー (offerID) のパラメーター化された
オファー属性 (OfferHistoryID によって識別されるオファー・バージョン) の
特定の組み合わせが既に作成されている (CRC 値を使用している) かどうか
が判別されます。UA_OfferHistory テーブルには、固有のオファー・バージョ
ンごとに一度だけ値が取り込まれます。あるオファーの UA_OfferHistory テ
ーブルに既に値が取り込まれている場合、同じオファーのコンタクト履歴が
更新されても、もう一度値が取り込まれることはありません。
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表 52. UA_OfferHistAttrib の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。

UA_OfferHistory
このテーブルには、顧客に提供されたすべてのオファー・バージョンが保管されま
す。これによって、特定のオファー (offerID) のパラメーター化されたオファー属性
(OfferHistoryID によって識別されるオファー・バージョン) の特定の組み合わせが
既に作成されている (CRC 値を使用している) かどうかが判別されます。
UA_OfferHistory テーブルには、固有のオファー・バージョンごとに一度だけ値が取
り込まれます。あるオファーの UA_OfferHistory テーブルに既に値が取り込まれて
いる場合、同じオファーのコンタクト履歴が更新されても、もう一度値が取り込ま
れることはありません。
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表 53. UA_OfferHistory のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferHistoryID BIGINT NOT

NULL

CRC 値によって表されるオファー・
バージョンの OfferHistoryID。

有効な値: UA_OfferHistAttrib テーブ
ルに任意の有効な OfferHistoryID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 53. UA_OfferHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CRC BIGINT NULL パラメーター化されたオファー属性か
ら作成されたハッシュ CRC32 値。オ
ファー・バージョン (OfferHistoryID

によって表される) を一意的に識別し
ようとします。

有効な値: 任意の bigint

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 53. UA_OfferHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NULL オファー・バージョンが生成される、
提供されているオファーの OfferID

(これは、少なくとも 1 つのパラメー
ター化されたオファー属性を持つオフ
ァー・テンプレートから作成されたオ
ファーである必要があります)。

有効な値: UA_Offer テーブルの任意
の有効な OfferID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 54. UA_OfferHistory の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

表 55. UA_OfferHistory の子テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferHistAttrib このテーブルには、オファーが使用される際に、パラメーター化されたオフ
ァー属性にのみ使用される実際の値が保管されます (CH へのログ記録が有効
にされたフローチャート実稼働実行で提供)。フローチャートの実行時にデー
タが挿入されます。
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表 55. UA_OfferHistory の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。

UA_OfferList
このテーブルには、内部およびユーザー作成の両方のオファー・リストが保管され
ます。ユーザー作成のオファー・リストは静的 (オファーの固定リスト) またはスマ
ート (動的; 照会に基づく) のどちらにもできます。複数オファーが割り当てられて
いる場合、CSP の特定のセルに割り当てられたオファーの実際のリストをグループ
にまとめるために、内部で生成されたオファー・リストが使用されます。内部オフ
ァー・リストは、ユーザー作成のオファー・リストを参照することがあります (1

レベルのネスティングのみがサポートされます)。
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferListID BIGINT NOT

NULL

オファー・リストを作成するときに、
システムによって生成されるオファ
ー・リストの固有 ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL ユーザー作成のオファー・リストの場
合、これはユーザー指定のオファー・
リストの名前になります。この名前
は、オファー・フォルダー内で固有で
ある必要があります。内部で生成され
たオファー・リストの場合、この値は
「内部オファー・リスト」になりま
す。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL ユーザー作成のオファー・リストの場
合、これはユーザー指定のオファー・
リストについてのオプションの説明に
なります。内部で生成されたオファ
ー・リストの場合、この値は「内部オ
ファー・リスト」になります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferQuery VARCHAR NULL OfferListType = 2 (動的) の場合、こ
のフィールドにはスマート・オファ
ー・リストを生成するために使用され
るオファー照会が含まれます。

有効な値: 有効な照会式

2048 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferListType INTEGER NULL ユーザー定義オファー・リストのタイ
プ (静的 (オファーの固定リスト) ま
たはスマート/動的 (オファー属性に
基づく照会の解決によって生成される
一致するオファー)) を指定します。
また、オファー・リストが、CSP の
同じセルに割り当てられる複数のオフ
ァー/オファー・リストをグループ化
するために使用する、内部的に生成さ
れるリストであるかどうかを指定しま
す。

有効な値: 1 = 静的、2 = 動的、3 =

内部

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

MaxSize INTEGER NULL OfferListType = 2 (動的) である場
合、このフィールドは、オファー照会
の実行の結果として返すことができる
オファーの最大数を指定します。0 の
値は、返すことができるオファーの数
に制限がないことを意味します。

有効な値: 非負整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IncludeSubFolders INTEGER NULL OfferListType = 2 (動的) の場合、こ
のフィールドは、フォルダーの場所に
基づいて返されるオファーの範囲に、
サブフォルダーを含めるかどうかを指
定します。一部のフォルダーのサブフ
ォルダーを含め、他のフォルダーのサ
ブフォルダーは含めないようにするこ
とはできません。

有効な値: 0 = サブフォルダーを含め
ない、1 = サブフォルダーを含める

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Retired INTEGER NULL オファー・リストが「回収済み」であ
るかどうかを指定します。回収される
と、キャンペーン/フローチャートに
オファーを提供できなくなります。デ
フォルトでは、新たに作成されたオフ
ァー・リストは、回収されません。回
収されたオファー・リストは、オファ
ーを割り当てる際の選択肢として表示
されません。ユーザーは、いつでもオ
ファー・リストの回収を選択できま
す。**GUI でオファー・リストの回
収を解除する方法はありません。

有効な値: 0 = アクティブ、1 = 回収
済み

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL リストを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform

usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

258 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorFlag INTEGER NULL IBM Campaign および IBM

Marketing Operations のオファー統合
が有効な場合に使用されます。フラグ
は、オファーが Campaign または
Marketing Operations のどちらによっ
て作成されたかを示します。

有効な値: 0、1、2、3

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 56. UA_OfferList のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorObjectId BIGINT NULL IBM Campaign と Marketing

Operations のオファー統合で使用され
ます。フィールドは、IBM Campaign

のオファー・リストと IBM

Marketing Operations のオファー・リ
ストのオブジェクトを関連付けるため
に、Marketing Operations によって使
用されます。

有効な値: 長整数

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 57. UA_OfferList の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

表 58. UA_OfferList の子テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferListMember このテーブルには、オファー・リストのメンバーが保管されます。ユーザー
定義の静的オファー・リストの場合、OfferID のリストと表示順序が含まれ、
オファー・リストを保存するときに値が取り込まれます。ユーザー定義のス
マート・オファー・リストの場合、このテーブルには、スマート照会が範囲
指定されたフォルダーのリストが入れられます (存在する場合)。内部オファ
ー・リストの場合、このテーブルには、すべての参照 (ネストされた) オファ
ー・リストが保管されます。メンバーは、次のいずれかになります。 o 個々
のオファー o オファー・リスト o フォルダー オファー・リストのそれぞれ
のメンバーは、上記のいずれかである必要があります。
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表 58. UA_OfferList の子テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_OfferListMember このテーブルには、オファー・リストのメンバーが保管されます。ユーザー
定義の静的オファー・リストの場合、OfferID のリストと表示順序が含まれ、
オファー・リストを保存するときに値が取り込まれます。ユーザー定義のス
マート・オファー・リストの場合、このテーブルには、スマート照会が範囲
指定されたフォルダーのリストが入れられます (存在する場合)。内部オファ
ー・リストの場合、このテーブルには、すべての参照 (ネストされた) オファ
ー・リストが保管されます。メンバーは、次のいずれかになります。 o 個々
のオファー o オファー・リスト o フォルダー オファー・リストのそれぞれ
のメンバーは、上記のいずれかである必要があります。

UA_TargetCells このテーブルは、すべてのフローチャートで作成されたターゲット・セルの
情報を保管します。ターゲット・セルは出力プロセス (メール・リスト、コ
ール・リスト、推奨、eMessage、スナップショット、または最適化) に添付
されるセルとして定義されます 。メタデータ情報 (名前、コード)、ソース情
報 (キャンペーン、フローチャートおよびセル ID)、処理データ (割り当てら
れたオファー/オファー・リストと制御セルかどうかのリスト)、そしてセルが
ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) でトップダウンで作成された
か、またはフローチャート内でボトムアップで作成されたかを保管します。

UACO_ROfferList このテーブルには、特定のサブセクションの特定のルールを制約するオファ
ー・リストのセットが入れられます。

UA_OfferListMember
このテーブルには、オファー・リストのメンバーが保管されます。ユーザー定義の
静的オファー・リストの場合、OfferID のリストと表示順序が含まれ、オファー・リ
ストを保存するときに値が取り込まれます。ユーザー定義のスマート・オファー・
リストの場合、このテーブルには、スマート照会が範囲指定されたフォルダーのリ
ストが入れられます (存在する場合)。内部オファー・リストの場合、このテーブル
には、すべての参照 (ネストされた) オファー・リストが保管されます。メンバー
は、次のいずれかになります。 o 個々のオファー o オファー・リスト o フォルダ
ー オファー・リストのそれぞれのメンバーは、上記のいずれかである必要がありま
す。
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表 59. UA_OfferListMember のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferListID BIGINT NOT

NULL

この行が関連付けられるオファー・リ
ストの固有 ID

有効な値: UA_OfferList の任意の有効
な OfferListID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 59. UA_OfferListMember のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NestedOfferListID BIGINT NULL このフィールドでは、
UA_OfferList.OfferListType = 3 (内部
リスト) の場合にのみ値を取り込むこ
とができます。これには、フローチャ
ート CSP 内のセルに割り当てられた
OfferListID が入れられます。フロー
チャートを保存するときに、値が取り
込まれます。

有効な値: UA_OfferList の任意の有効
な OfferListID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 59. UA_OfferListMember のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NULL UA_OfferList.OfferListType = 1 (静的)

の場合、このフィールドには、静的オ
ファー・リストのメンバーである
OfferID の値が取り込まれます。
UA_OfferList.OfferListType = 3 (内部)

の場合、このフィールドには、セルに
直接割り当てられたオファーが含まれ
ます (ユーザー作成のオファー・リス
トの一部として表示されるオファーで
はありません)。
UA_OfferList.OfferListType = 2 の場
合、このフィールドは NULL になり
ます。

有効な値: UA_Offer テーブルの任意
の有効な OfferID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 59. UA_OfferListMember のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 59. UA_OfferListMember のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayOrder INTEGER NULL このフィールドは、静的オファー・リ
ストのオファーがユーザーに表示され
る順序を指定します。
UA_OfferList.OfferListType = 1 (それ
以外の場合は NULL) の場合のみ、値
が取り込まれます。

有効な値: NULL または 1 から始ま
る正整数で、同じ OfferListID の
OfferID メンバーごとに増分します

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 60. UA_OfferListMember の親テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferList このテーブルには、内部およびユーザー作成の両方のオファー・リストが保
管されます。ユーザー作成のオファー・リストは静的 (オファーの固定リス
ト) またはスマート (動的; 照会に基づく) のどちらにもできます。複数オフ
ァーが割り当てられている場合、CSP の特定のセルに割り当てられたオファ
ーの実際のリストをグループにまとめるために、内部で生成されたオファ
ー・リストが使用されます。内部オファー・リストは、ユーザー作成のオフ
ァー・リストを参照することがあります (1 レベルのネスティングのみがサ
ポートされます)。

UA_OfferList このテーブルには、内部およびユーザー作成の両方のオファー・リストが保
管されます。ユーザー作成のオファー・リストは静的 (オファーの固定リス
ト) またはスマート (動的; 照会に基づく) のどちらにもできます。複数オフ
ァーが割り当てられている場合、CSP の特定のセルに割り当てられたオファ
ーの実際のリストをグループにまとめるために、内部で生成されたオファ
ー・リストが使用されます。内部オファー・リストは、ユーザー作成のオフ
ァー・リストを参照することがあります (1 レベルのネスティングのみがサ
ポートされます)。
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表 60. UA_OfferListMember の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_OfferListRes
このテーブルには、動的オファー・リストが実行時に解決する OfferID が保存され
ます。

表 61. UA_OfferListRes のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OLResolveID BIGINT NOT

NULL

この行の固有 ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバルに固
有な正整数

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 61. UA_OfferListRes のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferListID BIGINT NOT

NULL

解決される OfferListID を指定しま
す。

有効な値: UA_OfferList テーブルの任
意の有効な OfferListID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 61. UA_OfferListRes のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

指定した OfferListID 内にあるオファ
ー ID をリストします。

有効な値: UA_Offer テーブルの任意
の有効な OfferID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

UA_OfferSuppression
UA_OfferSuppression テーブルには、対話式セッション中に訪問者に表示するオファ
ーを抑制するルールが含まれます。オファーを抑制するルールは、受け入れイベン
トや拒否イベント、表示頻度、または抑制されている関連ルールへのルールの類似
性によって、トリガーされます。このテーブルは、指定した期間が経過した後な
ど、Interact がルールを抑制しなくなる場合の基準も保守します。

表 62. UA_OfferSuppression のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

この抑制ルールの対象となるオファー
の ID。

19 1 次キーですか? はい

SuppressionType INTEGER NOT

NULL

抑制ルールのタイプ。つまり、どのタ
イプのイベントがこの抑制ルールをト
リガーするかを指定します。1 = 受
け入れイベント、2 = 拒否イベン
ト、3 = コンタクト・イベント

10 1 次キーですか? はい
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表 62. UA_OfferSuppression のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseType Code VARCHAR NULL イベント・タイプに加えて、このルー
ルをトリガーするために、イベントに
含める必要があるレスポンス・タイ
プ・コードがあります。

64 1 次キーですか? いい
え

EventCount INTEGER NULL このルールをトリガーするために、こ
のイベントがポストされなければなら
ない回数。

10 1 次キーですか? いい
え

AttributeID BIGINT NULL この抑制ルールがトリガーされると、
同じオファーに加えて、同じ属性やこ
の属性の同じ値を持つその他のオファ
ーにも適用される場合があります。こ
の列が null の場合、他のオファーに
影響することはありません。それ以外
の場合、別のオファーに
StringValue、NumberValue、または
DatetimeValue で定義された値と同じ
値を持つ同じ属性があれば、そのオフ
ァーは抑制されます。

19 1 次キーですか? いい
え

StringValue VARCHAR NULL その他の関連付けられたオファーとマ
ッチングするための文字列型属性の
値。

1024 1 次キーですか? いい
え

NumberValue DOUBLE NULL その他の関連付けられたオファーとマ
ッチングするための数値型属性の値。

53 1 次キーですか? いい
え

DatetimeValue TIMESTAMP NULL その他の関連付けられたオファーとマ
ッチングするための日時型属性の値。

23,3 1 次キーですか? いい
え

Suppression

Duration

INTEGER NULL トリガーされた時点から、この抑制ル
ールが有効であり続ける日数。

10 1 次キーですか? いい
え

UA_OfferTemplate
このテーブルでは、システムで定義されている各オファー・テンプレートに対して
1 行が入れられます (これらはオファーを作成するために使用されます)。各オファ
ー・テンプレートに対して、オファー・コードの数、その形式、およびオファー・
コード・ジェネレーターが定義されます。また、処理コードの形式とジェネレータ
ー、および一般的なオファー・テンプレート・メタデータが定義されます。

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 271



表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferTemplID BIGINT NOT

NULL

オファー・テンプレートを作成すると
きに、システムによって生成されるオ
ファー・テンプレートの固有 ID。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL これは、オファー・テンプレートの固
有の名前です。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL オファー・テンプレートのオプション
の説明。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberOfOffer

Codes

INTEGER NULL このテンプレートから作成するオファ
ーのオファー・コード・パート/コン
ポーネントの数 (default = 1)。

有効な値: 1 から 5 までの整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode1

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、オファー・コードの最初のパ
ートで、有効なオファー・コード形式
で常に値が取り込まれる必要がありま
す。1 文字はオファー・コードの各バ
イトになります。このフィールドは、
オファー・テンプレートがいったん使
用される (つまりこのオファー・テン
プレートを使用してオファーが作成さ
れる) と、編集できません。

有効な値:

v <Capital letter> = 定数

v <Symbol> = 定数

v a = 文字 A-Z

v c = 文字 A-Z または 0-9

v n = 数値 0-9

v x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode2

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、オファー・コードの 2 番目
のパートになり、NumberOfOfferCodes

>= 2 の場合に、値が取り込まれま
す。それ以外の場合は、NULL にな
ります。 **このフィールドは、オフ
ァー・テンプレートがいったん使用さ
れる (つまりこのオファー・テンプレ
ートを使用してオファーが作成され
る) と、編集できません。

有効な値:

v <Capital letter> = 定数

v <Symbol> = 定数

v a = 文字 A-Z

v c = 文字 A-Z または 0-9

v n = 数値 0-9

v x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode3

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、オファー・コードの 3 番目
のパートになり、NumberOfOfferCodes

>= 3 の場合に、値が取り込まれま
す。それ以外の場合は、NULL にな
ります。 **このフィールドは、オフ
ァー・テンプレートがいったん使用さ
れる (つまりこのオファー・テンプレ
ートを使用してオファーが作成され
る) と、編集できません。

有効な値:

v <Capital letter> = 定数

v <Symbol> = 定数

v a = 文字 A-Z

v c = 文字 A-Z または 0-9

v n = 数値 0-9

v x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode4

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、オファー・コードの 4 番目
のパートになり、NumberOfOfferCodes

>= 4 の場合に、値が取り込まれま
す。それ以外の場合は、NULL にな
ります。このフィールドは、オファ
ー・テンプレートがいったん使用され
る (つまりこのオファー・テンプレー
トを使用してオファーが作成される)

と、編集できません。

有効な値:

v <Capital letter> = 定数

v <Symbol> = 定数

v a = 文字 A-Z

v c = 文字 A-Z または 0-9

v n = 数値 0-9

v x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode5

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、オファー・コードの 5 番目
のパートになり、NumberOfOfferCodes

= 5 の場合に、値が取り込まれま
す。それ以外の場合は、NULL にな
ります。 **このフィールドは、オフ
ァー・テンプレートがいったん使用さ
れる (つまりこのオファー・テンプレ
ートを使用してオファーが作成され
る) と、編集できません。

有効な値:

v <Capital letter> = 定数

v <Symbol> = 定数

v a = 文字 A-Z

v c = 文字 A-Z または 0-9

v n = 数値 0-9

v x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferCode

Generator

VARCHAR NULL 指定されたオファー・コード形式に基
づいて固有のオファー・コードを自動
的に生成するオファー・コード・ジェ
ネレーターの名前。デフォルトでは、
Campaign に付属のオファー・コー
ド・ジェネレーターに設定されていま
す。 **このフィールドは、オファ
ー・テンプレートがいったん使用され
る (つまりこのオファー・テンプレー
トを使用してオファーが作成される)

と、編集できません。

有効な値: Campaign サーバーにアク
セスできる任意の有効な実行可能ファ
イル名

250 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Treatment

CodeFrmt

VARCHAR NULL これは、グローバルに固有な処理コー
ドの形式で、有効な処理コード形式で
常に値が取り込まれる必要がありま
す。1 文字は処理コードの各バイトに
なります。このフィールドは、オファ
ー・テンプレートがいったん使用され
る (つまりこのオファー・テンプレー
トを使用してオファーが作成される)

と、編集できません。

有効な値: 大文字 = 定数、記号 = 定
数、a = 文字 A から Z、c = 文字
A から Z または 0 から 9、n = 数
字 0 から 9、x = 任意の文字

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TrmtCode

Generator

CHAR NULL 指定された処理コード形式に基づいて
固有の処理コードを自動的に生成する
処理コード・ジェネレーターの名前。
デフォルトでは、Campaign に付属の
処理コード・ジェネレーター (キャン
ペーン・コード・ジェネレーターと同
じ) です。 **このフィールドは、オ
ファー・テンプレートがいったん使用
される (つまりこのオファー・テンプ
レートを使用してオファーが作成され
る) と、編集できません。

有効な値: Campaign サーバーにアク
セスできる任意の有効な実行可能ファ
イル名

250 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Retired INTEGER NULL オファー・テンプレートが「回収済
み」であるかどうかを指定します。回
収されると、新しいオファーを作成す
るために使用できなくなります。デフ
ォルトでは、新たに作成されたオファ
ー・テンプレートは、回収されませ
ん。回収されたオファー・テンプレー
トは、新しいオファーを作成する際の
選択肢として表示されません。ユーザ
ーは、いつでもオファー・テンプレー
トの回収を選択できます。**GUI で
オファー・テンプレートの回収を解除
する (削除する) 方法はありません。

有効な値: 0 = アクティブ、1 = 回収
済み

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Suggested

UsageDesc

VARCHAR NULL このテンプレートがどの種類のオファ
ーを作成するのに適しているかについ
て説明する、ユーザーに表示されるオ
プションのテキスト。これは、オファ
ーを作成するときに、「オファー・テ
ンプレートの選択」オファー作成ウィ
ザードでユーザーに表示されます。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayIcon VARCHAR NULL ユーザーが簡単に識別できるようにす
るために表示するアイコンの名前 (テ
ンプレート (.gif ファイル) を表しま
す)。これは、ユーザーがオファーを
作成する際に、「オファー・テンプレ
ートの選択」オファー作成ウィザード
の「オファー・テンプレートの定義」
ページで使用されます。

有効な値: 有効な .gif ファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayOrder INTEGER NULL ユーザーがオファーを作成する際に、
「管理」>「オファー・テンプレート
の定義」ページと、「オファー・テン
プレートの選択」オファー作成ウィザ
ードの両方で、テンプレートが表示さ
れる順序を指定する内部シーケンス番
号。ユーザーは、「オファー・テンプ
レートの定義」ページにある「並べ替
え」ボタンを使用して、この値を変更
できます。

有効な値: システムのオファー・テン
プレートごとに増分する、1 から始ま
る正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL テンプレートを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorFlag INTEGER NULL オファー・テンプレートを作成したア
プリケーションを示す数値。

有効な値: 正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 63. UA_OfferTemplate のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

creatorObjectId BIGINT NULL 作成元アプリケーションの対応するオ
ブジェクトの ID

有効な値: 正の長整数

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 64. UA_OfferTemplate の子テーブル

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_OfferTemplAttr このテーブルには、特定のオファー・テンプレートに関連付けられたオファ
ー属性値が保管されます。また、各属性を非表示にするか、パラメーター化
するか、そのデフォルト値、および表示順序を指定します。UA_AttributeDef

テーブルで定義される attributeType に基づいて、
StringValue、NumberValue、および DatetimeValue のいずれか 1 つのフィー
ルドにのみ属性の値が含まれることに注意してください。
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UA_OfferTemplAttr
このテーブルには、特定のオファー・テンプレートに関連付けられたオファー属性
値が保管されます。また、各属性を非表示にするか、パラメーター化するか、その
デフォルト値、および表示順序を指定します。UA_AttributeDef テーブルで定義され
る attributeType に基づいて、StringValue、NumberValue、および DatetimeValue の
いずれか 1 つのフィールドにのみ属性の値が含まれることに注意してください。

表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AttributeID BIGINT NOT

NULL

値が保管される属性 ID。 **オファ
ー・テンプレートが使用される (つま
り、このオファー・テンプレートを使
用してオファーが作成される) と、オ
ファー・テンプレートに関連付けられ
たオファー属性は変更できません。

有効な値: UA_AttributeDef テーブル
の任意の有効な AttributeID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferTemplID BIGINT NOT

NULL

属性が関連付けられるオファー・テン
プレート ID。

有効な値: UA_OfferTemplate テーブ
ルの任意の有効な OfferTemplID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

StringValue VARCHAR NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: フリー・フォーム・テキス
ト (UA_AttributeDef.EnumType = 0)

または変更可能なドロップダウン・リ
スト (UA_AttributeDef.EnumType = 2)

の場合、任意のテキスト文字 (テキス
トに用いることが一般的に禁止されて
いる特殊文字は除く)。固定のドロッ
プダウン・リスト
(UA_AttributeDef.EnumType = 1) の場
合、この値は AttributeID の
UA_EnumAttrValues に保管された値
の 1 つであることが必要です。

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

NumberValue DOUBLE NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な数値

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DatetimeValue TIMESTAMP NULL String Value、NumberValue、または
DatetimeValue の 3 フィールドのう
ち 1 つのみが、任意の行に取り込ま
れます。取り込まれるフィールドは、
この AttributeID の
UA_AttributeDef.AttributeType フィー
ルドに基づきます。通貨は
NumberValue に取り込まれます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsParameter INTEGER NULL オファー属性がパラメーター化される
かどうか (つまり、ユーザーが CSP

でセルにオファーを割り当てるとき
に、値を変更できるかどうか) を指定
します。オファー・バージョンは、パ
ラメーター化されたオファー属性の固
有の順列に基づいて自動的に作成され
ます。 **オファー・テンプレートが
使用される (つまり、このオファー・
テンプレートを使用してオファーが作
成される) と、オファー・テンプレー
トに関連付けられたオファー属性のパ
ラメーター化は変更できません。

有効な値: 0 = 静的、1 = パラメータ
ー化

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsHidden INTEGER NULL オファー属性を非表示にするかどうか
(つまり、オファーを作成または表示
するときに、ユーザーにオファー属性
を表示するかどうか) を指定します。
オファー・テンプレートを作成する場
合は、非表示の属性はデフォルト値で
ある必要があります。 **オファー・
テンプレートが使用される (つまり、
このオファー・テンプレートを使用し
てオファーが作成される) と、オファ
ー・テンプレートに関連付けられたオ
ファー属性の非表示状態は変更できま
せん。

有効な値: 0 = 表示、1 = 非表示

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 65. UA_OfferTemplAttr のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayOrder INTEGER NULL ユーザーがオファーを作成、編集、ま
たは表示する際にオファー属性が表示
される順序を指定する内部シーケンス
番号。ユーザーは、「オファー・テン
プレートの定義」ウィザードの「オフ
ァー属性」ページでオファー属性を上
下に移動することによって、そのオフ
ァー属性の表示順序を制御します。
**オファー・テンプレートが使用され
る (つまり、このオファー・テンプレ
ートを使用してオファーが作成され
る) と、オファー・テンプレートに関
連付けられたオファー属性の順序は変
更できません。

有効な値: 1 から始まる正整数で、オ
ファー・テンプレートのオファー属性
ごとに増分します

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 66. UA_OfferTemplAttr の親テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferTemplate このテーブルでは、システムで定義されている各オファー・テンプレートに
対して 1 行が入れられます (これらはオファーを作成するために使用されま
す)。各オファー・テンプレートに対して、オファー・コードの数、その形
式、およびオファー・コード・ジェネレーターが定義されます。また、処理
コードの形式とジェネレーター、および一般的なオファー・テンプレート・
メタデータが定義されます。

UA_AttributeDef UA_AttributeDef テーブルには、オファーおよびセルのシステム属性およびカ
スタム属性の両方の定義が含まれます (キャンペーン・カスタム属性は
UA_CampAttribute テーブルに保管されます)。システム定義属性にはフィー
ルド SystemDefined=1 があります。オファー
(OfferTemplates、Offers、OfferHistory) およびセルは、これらの属性定義を使
用します。このテーブルは、「保存」ボタンがカスタム属性定義ページから
起動されたときに書き込まれます。各属性は、固有の ID である AttributeID

により識別される 1 行をこのテーブルに作成します。属性が初回作成された
後、AttributeType フィールドおよび Length フィールドのような一部のフィ
ールドは変更できません (詳細は個々のフィールドを参照してください)。
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UA_OfferToProduct
このテーブルには、オファーと製品の関係に関する情報が保管されます。これは、
「関連オファー」フィールド (オファーを使用する場合に必要) によって指定されま
す。ユーザーがオファーの「関連オファー」フィールドに値を指定した場合のみ、
このテーブルに値が取り込まれます。

表 67. UA_OfferToProduct のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NULL 製品照会が定義されている OfferID

(関連製品のオファー属性フィールド
に入力される基準)。

有効な値: UA_Offer テーブルの任意
の有効な OfferID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 67. UA_OfferToProduct のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ProductCondition VARCHAR NOT

NULL

このオファーに関連付けられた製品
ID のセットを定義する 1 つ以上の
オファー属性に基づく照会。

有効な値: オファー属性に基づいて作
成される有効な照会を表すテキスト・
ストリング

2048 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 68. UA_OfferToProduct の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。
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UA_Personalization
ホーム・ページのパーソナライズ設定を保管します。パーソナライズ項目には、キ
ャンペーンおよびセッションの最近表示された項目が含まれます。

表 69. UA_Personalization のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserID BIGINT NULL パーソナライズ項目が関連付けられた
Marketing Platform ユーザー ID。

有効な値: Marketing Platform の有効
な UserID **後で Marketing Platform

ユーザーが削除された場合、値は無効
になる可能性があります。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Keyword VARCHAR NULL 情報を更新および削除するために使用
される内部の固有 ID。作成時のシス
テムの現在時刻 (ミリ秒単位) を使用
して生成されます。

有効な値: 有効な整数

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 307



表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL パーソナライズされた項目/オブジェ
クトの名前を指定します。カテゴリー
が「CUSTOMBOOKMARK」の場合、
このフィールドには、ユーザーが入力
するカスタム・リンク名が入れられま
す (ホーム・ページの「カスタム・リ
ンク」セクションから作成します)。
カテゴリーが
「PAGEPREFERENCES」の場合、こ
のフィールドには、「HOMEPAGE」
のようなページの名前が入れられま
す。カテゴリーが
「RECENTLYUSED」の場合、このフ
ィールドには、
「CAMPAIGNS」、「SESSIONS」な
どのオブジェクトのタイプが入れられ
ます。

有効な値: 「Homepage」、
「Campaign」、 「Sessions」、
「CustomBookMark」

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Category VARCHAR NULL パーソナライズ・カテゴリーのタイプ
を指定します。

有効な値: 「CustomBookmark」、
「RecentlyUsed」、
「PagePreferences」

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Data VARCHAR NULL パーソナライズされた項目を表示する
ために使用されるデータが入れられま
す。通常、これは xml の 1 つのブ
ロックです。

2048 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 69. UA_Personalization のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

UA_Product
このテーブルは、顧客によって指定され、少なくとも ProductID フィールド (各製
品を一意的に識別する) が含まれている必要があります。その他のフィールドはオ
プションですが、実際には、ユーザーがオファーに関連する適切な製品のセットを
定義するために照会を実行するには、フィールドを指定する必要があります。この
フィールドは、値が取り込まれ、通常は推定レスポンス (例えば、検証制御グルー
プなど) に使用されることが期待されています。
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表 70. UA_Product のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ProductID BIGINT NOT

NULL

製品の固有 ID。

有効な値: 有効な整数

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 70. UA_Product のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserDefinedFields INTEGER NULL 関連製品の照会および識別で使用する
ために顧客によって提供されるフィー
ルドのプレースホルダー。

有効な値: 有効なデータ型

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

表 71. UA_Product の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ProductIndex このテーブルには、オファーに関連付けられた (「関連オファー」フィール
ドから)「製品の照会」に一致する ProductID に基づく製品とオファーの間の
多対多の関係が保管されます。これは、UA_OfferToProduct.Condition 照会を
再実行する必要なしに、レスポンス・トラッキングに対して特定のオファー
に関連付けられた製品のセットを素早く解決するために使用されます。この
テーブルでは、IBM Marketing Platform (リスト・パラメーター) で構成され
た間隔で、Java プログラムによって定期的に値が取り込まれたり、更新され
たりします。

UA_ProductIndex
このテーブルには、オファーに関連付けられた (「関連オファー」フィールドから)

「製品の照会」に一致する ProductID に基づく製品とオファーの間の多対多の関係
が保管されます。これは、UA_OfferToProduct.Condition 照会を再実行する必要なし
に、レスポンス・トラッキングに対して特定のオファーに関連付けられた製品のセ
ットを素早く解決するために使用されます。このテーブルでは、IBM Marketing
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Platform (リスト・パラメーター) で構成された間隔で、Java プログラムによって定
期的に値が取り込まれたり、更新されたりします。

表 72. UA_ProductIndex のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NOT

NULL

製品が関連付けられているオファーの
オファー ID。

有効な値: UA_Offer テーブルからの
任意の有効な OfferID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 72. UA_ProductIndex のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ProductID BIGINT NOT

NULL

オファーが関連付けられている製品の
製品 ID。

有効な値: UA_Product テーブルから
の任意の有効な ProductID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 73. UA_ProductIndex の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Product このテーブルは、顧客によって指定され、少なくとも ProductID フィールド
(各製品を一意的に識別する) が含まれている必要があります。その他のフィ
ールドはオプションですが、実際には、ユーザーがオファーに関連する適切
な製品のセットを定義するために照会を実行するには、フィールドを指定す
る必要があります。このフィールドは、値が取り込まれ、通常は推定レスポ
ンス (例えば、検証制御グループなど) に使用されることが期待されていま
す。

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。
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UA_ResponseHistory
必須のレスポンス・トラッキング・フィールド (AudienceID、TreatmentInstID、レス
ポンス日、レスポンス・タイプなど) と任意のユーザー定義の追加トラッキング・
フィールドを保管するユーザー定義テーブル。オーディエンス・レベルごとに別個
のレスポンス履歴テーブルがあります。このテーブルの行は、レスポンス・プロセ
スで書き込まれます。

表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomerID BIGINT NOT

NULL

このフィールドは、オーディエンス・
レベルを表します (1 つ以上のフィー
ルドで構成されます)。これらのフィ
ールドは、入力セルの現在の着信オー
ディエンス・レベルに基づいて自動的
に出力されます。

有効な値: 任意の有効なオーディエン
ス ID フィールド

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TreatmentInstID BIGINT NOT

NULL

この顧客が応答した処理インスタンス
を識別します。

有効な値: UA_Treatment テーブルか
らの任意の有効な TreatmentInstID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponsePackID BIGINT NOT

NULL

レスポンス・プロセス・ボックスへの
「操作テーブル」入力の単一の行/ト
ランザクションから作成されるレスポ
ンス履歴テーブルに書き込まれた複数
の行をまとめてグループ化します。例
えば、複数の断片属性の場合、個別に
実行された同じ「操作」は、複数の処
理インスタンスへのレスポンスとして
カウントできます。

有効な値: 有効な整数

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseDateTime TIMESTAMP NOT

NULL

レスポンスの日時 (これは、レスポン
ス・プロセス・ボックスの「レスポン
ス日付」としてユーザーにより構成さ
れる)。ブランクのままにすると、レ
スポンス・プロセスの実行日時になり
ます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

WithinDate

RangeFlg

INTEGER NULL レスポンスがオファーの有効期限より
前のもの (つまり、ResponseDateTime

が、TreatmentInstID によって指定さ
れたオファー・バージョンの有効期限
以前である) かどうかを指定します。

有効な値:

v 0 = 有効な日付範囲外

v 1 = 有効な日付範囲内 (開始日/終
了日を含む)

v 99 = 不明

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OrigContactedFlg INTEGER NULL customerID がこの特定のオファーを
受け取る元のターゲット・グループの
ものかどうか、またはレスポンスが伝
達された一部のコード (キャンペー
ン、オファー、セル、処理のコード)

に基づく「ウィルス性」のものである
かどうかを指定します。

有効な値: 0 = この処理を受け取る元
のターゲット・グループのものではな
い (ウィルス性のマーケティング) 1

= 元のターゲット・グループ

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

BestAttrib INTEGER NULL パフォーマンス測定で単一の処理イン
スタンスへの帰属のみ許可される場合
に、レスポンスを保証する「最適な」
処理インスタンスを識別します。

有効な値: 0 = 最適な処理として保証
しない 1 = 最適な処理に帰属する

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FractionalAttrib DOUBLE NULL パフォーマンス測定で、該当する複数
の処理インスタンスがレスポンスを共
同で保証する場合に、処理インスタン
スに帰属する断片レスポンス値を識別
します。

有効な値: 0 から 1 の間の分数値。
同じ ResponsePackID のこれらの値の
合計は 1 になります

53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DirectResponse INTEGER NULL
有効な値: 1 = 直接、0 = 推定

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomAttrib DOUBLE NULL 将来の使用のために予約済み 53 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseTypeID BIGINT NULL レスポンスのタイプを識別します。

有効な値: UA_UsrResponseType テー
ブルの任意の有効な ResponseTypeID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DateID BIGINT NULL UA_Date テーブルからの日付情報を
表す日付 ID

有効な値: UA_Date テーブルからの
有効な DateID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TimeID BIGINT NULL UA_Time テーブルからの時間 ID 情
報

有効な値: Time テーブルからの有効
な TimeID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserDefinedFields CHAR NULL これは、このテーブルの 1 つ以上の
ユーザー定義列のプレースホルダーで
す (追加でトラッキングするフィール
ド)。これらのフィールドには、「ロ
グ」タブの「詳細オプション」ボタン
を使用して、レスポンス・プロセスか
ら値を取り込むことができます。

有効な値: データ型に基づいて DB

によって受け入れられる任意の値。

18 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ValueAfter BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UsageAfter BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseRevenue BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SalesCost BIGINT NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 74. UA_ResponseHistory のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseChannel VARCHAR NULL CH-RH トラッキングおよびレポート
に使用される追加フィールド

有効な値: データ型に応じます

16 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 75. UA_ResponseHistory の親テーブル

テーブル名 説明

UA_UsrResponseType 実装時にユーザーが定義するテーブル。説明とともにレスポンス・タイプの
リストを保管します。一度構成すると、このテーブルの内容はレスポンス・
プロセスの構成に表示されます。

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。

UA_Time このテーブルには、特定の時間の時と分に関する情報を識別する時間情報が
保持されます。これは、レポートを作成するために使用されます。このテー
ブルには、実装のセットアップの一部として値を取り込む必要があります。
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表 75. UA_ResponseHistory の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_Calendar このテーブルには、暦四半期、曜日、週の最初の曜日と最後の曜日といった
情報を示すカレンダー情報が保持されます。時系列のレポート作成を容易に
するために使用されます。このテーブルは、実装時に顧客によってカスタマ
イズされることが想定されています。実装時に、コンタクト履歴で参照され
る日付が、このテーブルでカバーされる期間内に含まれていることを確認す
る必要があります。

UA_RespTypeMapping
UA_RespTypeMapping テーブルは、オファー統合をサポートするために、IBM

Campaign と eMessage のテーブルにおけるデータ転送を調整します。このテーブル
は、UA_UsrResponseType の CampaignRespTypeID を UACE_ResponseType の
EMessageRespTypeID にマップします。注: Campaign と eMessage の ETL に関す
る事前定義されたレスポンス・タイプ・マッピングは、次のように定義されていま
す (CampaignRespTypeID、EMessageRespTypeID、ApplicationType): リンク・クリッ
クの場合 9、1、3。待ち受けページの場合、10、14、3。SMS 返信メッセージの場
合、11、18、3。

表 76. UA_RespTypeMapping のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignResp

TypeID

BIGINT NOT

NULL

数値フィールド。これは、
UA_UsrResponseType テーブルの
ResponseTypeID 列で定義されている
値に一致する必要があります。

19 1 次キーですか? いい
え

EMessageResp

TypeID

BIGINT NOT

NULL

数値フィールド。これは、
UACE_ResponseType テーブルの
ResponseTypeID 列で定義されている
値に一致する必要があります。

19 1 次キーですか? いい
え

ApplicationType INTEGER NULL ApplicationType 3 は、eMessage を変
更すべきではないことを示します。

10 1 次キーですか? いい
え

UA_SegMembership
このテーブルには、各戦略的セグメントのメンバーが入れられます (多対多の関係
が可能)。オーディエンス・レベルごとに 1 つの SegMembership テーブルがありま
す。システム・テーブルがマップされている場合にのみ、このテーブルに値が取り
込まれます。IBM Contact Optimization (ACO) が機能するには、マップする必要が
あります。最新のメンバーを入れるため、メンバーを作成するセグメント作成プロ
セスが実動状態で実行されるたびに、このテーブルは更新されます。
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表 77. UA_SegMembership のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentID BIGINT NOT

NULL

セグメント ID。

有効な値: UA_Segment テーブルの任
意の有効な SegmentID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 77. UA_SegMembership のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CustomerID BIGINT NOT

NULL

これは、マーケティング・エンティテ
ィーを表す 1 つ以上のオーディエン
ス・フィールドのプレースホルダーで
す。この CustomerID は、指定した戦
略的セグメントのメンバーになりま
す。

有効な値: オーディエンス ID 値の任
意の有効なセット

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

UA_Segment
このテーブルには、セグメントの作成プロセスによって作成された戦略的セグメン
トに関する情報が保管されます。セグメントの作成プロセスが作成され、フローチ
ャートで保存されると、値が取り込まれます。その後、セグメントの作成プロセス
が実行されると、更新されます。セグメントの作成プロセス・ボックスを含むフロ
ーチャートが編集または実行されている間、行の一時コピーが作成されます
(TempFlag = 1)。
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentID BIGINT NOT

NULL

セグメントの固有 ID。この ID は、
セグメントが作成されたときにシステ
ムによって割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL 戦略的セグメントの名前。セグメント
が作成されるフォルダーで固有である
必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
戦略的セグメントのフリー・フォーム
のテキスト記述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。 **セグメント・フォルダ
ーは、Web 側から作成されます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL セグメントが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL セグメントを作成したユーザーの
Marketing Platform ユーザー ID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunDate TIMESTAMP NULL セグメントが最後に実行されたサーバ
ー日時。一度も実行されていない場合
には、この値は NULL です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy INTEGER NULL セグメントを作成したフローチャート
を最後に実行したユーザーの
Marketing Platform ユーザー ID。一
度も実行されていない場合には、この
値は NULL です。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentCount INTEGER NULL この戦略的セグメントに含まれる固有
メンバー (オーディエンス ID) の
数。セグメントの作成プロセスがまだ
実行されていない場合、この値はゼロ
です。

有効な値: 非負整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TempTableName VARCHAR NULL 将来の使用のために予約済み

有効な値: NULL

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellFileName VARCHAR NULL 戦略的セグメントに対応する
CustomerID のリストを含むサーバー
上のバイナリー・ファイルの名前。フ
ァイル名は、戦略的セグメント名に基
づき、固有の数値 ID と .bin が追加
されます。

有効な値: 有効なファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

AudienceName VARCHAR NULL セグメントを作成するために使用され
るオーディエンス・レベルの名前。

有効な値: 有効なオーディエンス・レ
ベル名の文字列

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ActiveFlag INTEGER NULL 戦略的セグメントがセグメント・ツリ
ー階層に表示されるかどうかを指定し
ます。初期状態では、セグメントの作
成時はアクティブです。ユーザーが
Web GUI から削除した場合、ソー
ス・フローチャートが再び実行 (再ア
クティブ化) されるまで非アクティブ
として設定されます。

有効な値: 0 = 非アクティブ、1 = ア
クティブ

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TempTableDB VARCHAR NULL
有効な値: AM 構成の中で定義されて
いるデータ・ソースの名前、またはデ
ータ・ソース名のコンマ区切りリス
ト。

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 78. UA_Segment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentType INTEGER NOT

NULL

セグメントが静的セグメント (セグメ
ント内のオーディエンス ID のリス
ト) であるか、スマート・セグメント
(メンバーシップ基準に基づく動的評
価) であるかを識別します。

有効な値: 1 = バッチ、2 = スマート

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 79. UA_Segment の親テーブル

テーブル名 説明

UA_SegmentType システム・テーブルの作成時に定義済みの列挙テーブル。このテーブルは、
セグメント・タイプの有効な値のセットを識別するのに役立ちます。

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

表 80. UA_Segment の子テーブル

テーブル名 説明

UA_FlowchartSeg このテーブルには、セグメントとフローチャートのすべての関係が入れられ
ます。フローチャートによってセグメントが作成される、またはセグメント
がフローチャートによって単に参照されるときに (両方の場合もあります)、
定義されます。このテーブルを作成することによって、FK 関係を DB レベ
ルで強制することができます。
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UA_SegmentType
システム・テーブルの作成時に定義済みの列挙テーブル。このテーブルは、セグメ
ント・タイプの有効な値のセットを識別するのに役立ちます。

表 81. UA_SegmentType のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentType INTEGER NOT

NULL

これは、セグメント・タイプの ID

です。現在、対話式とバッチの 2 つ
のセグメント・タイプがあります。

有効な値: 1 = バッチ、2 = 対話式

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 81. UA_SegmentType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL セグメント・タイプの説明。

有効な値: 任意の文字列

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 82. UA_SegmentType の子テーブル

テーブル名 説明

UA_Segment このテーブルには、セグメントの作成プロセスによって作成された戦略的セ
グメントに関する情報が保管されます。セグメントの作成プロセスが作成さ
れ、フローチャートで保存されると、値が取り込まれます。その後、セグメ
ントの作成プロセスが実行されると、更新されます。セグメントの作成プロ
セス・ボックスを含むフローチャートが編集または実行されている間、行の
一時コピーが作成されます (TempFlag = 1)。
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UA_SegRefType
有効な参照タイプを使用して値が事前に取り込まれているルックアップ・テーブ
ル。

表 83. UA_SegRefType のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RefType INTEGER NOT

NULL

RefType は UA_FlowchartSeg テーブ
ルを UA_SegRefType テーブルと結び
付けます。バッチ・フローチャートの
値は、常に 1 になります。IBM

Interact が環境に組み込まれていない
限り、バッチ・フローチャートの値が
2 になることはありません。2 の値
は、対話式フローチャートにのみ使用
されます。

有効な値: 1 = 作成者、2 = リファレ
ンサー

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 83. UA_SegRefType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL 参照タイプの説明。

有効な値: 任意の文字列

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 84. UA_SegRefType の子テーブル

テーブル名 説明

UA_FlowchartSeg このテーブルには、セグメントとフローチャートのすべての関係が入れられ
ます。フローチャートによってセグメントが作成される、またはセグメント
がフローチャートによって単に参照されるときに (両方の場合もあります)、
定義されます。このテーブルを作成することによって、FK 関係を DB レベ
ルで強制することができます。
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UA_SesnRunType
これは、Campaign セッション実行タイプを列挙します (テスト・モードは除く)

表 85. UA_SesnRunType のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunType INTEGER NOT

NULL

Campaign セッション実行タイプの固
有 ID

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 85. UA_SesnRunType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL セッション実行タイプの説明 (UI に
は表示されません)

有効な値: 有効な文字列

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 86. UA_SesnRunType の子テーブル

テーブル名 説明

UA_CCRunLog このテーブルには、フローチャートが実稼働で実行されるたびにフローチャ
ートの実行履歴が記録されます (テスト実行では記録されません)。新しいフ
ローチャートが実行されるたびに、固有の RunID が生成されます (ブラン
チ/プロセスの実行時には生成されません)。開始/終了の日時、およびフロー
チャートを実行したユーザーが記録されます。IBM Distributed Marketing の
実行の場合、リモート・ユーザーに関する情報も記録されます。
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UA_Session
キャンペーンに作成されたセッションに関する情報を保管します。

表 87. UA_Session のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SessionID BIGINT NOT

NULL

セッションの固有 ID。この ID は、
セッションが作成されたときにシステ
ムによって割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

364 IBM Campaign システム・テーブル・データ・ディクショナリー v9.1.2



表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL セッションの名前。セッションが作成
されるフォルダーで固有である必要が
あります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
セッションのフリー・フォームのテキ
スト記述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NULL オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL セッションを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunDate TIMESTAMP NULL セッション・フローチャートが最後に
実行されたサーバー日時。一度も実行
されていない場合には、この値は
NULL です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy INTEGER NULL フローチャートを最後に実行したユー
ザーの Marketing Platform ユーザー
ID。一度も実行されていない場合に
は、この値は NULL です。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 87. UA_Session のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 88. UA_Session の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

表 89. UA_Session の子テーブル

テーブル名 説明

UA_Flowchart このテーブルには、すべてのフローチャートに関する情報が保管されます。
システム内の各フローチャートに対して 1 行が保管されます。また、システ
ムで実行中のフローチャート (ステータス) でレポートを作成するためにも使
用されます。
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UA_SummaryCube
キューブ・プロセスで作成されたすべてのキューブに関する情報を保管し、ステー
タス情報と Campaign サーバーに保管される CubeDataFile 名へのポインターを提供
します。

表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CubeID BIGINT NOT

NULL

キューブの固有 ID。この ID は、キ
ューブが作成されたときにシステムに
よって割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TempFlag INTEGER NOT

NULL

これは、キューブのロック状態を識別
するために使用される内部フィールド
です。ロックは、キューブを生成する
フローチャートを別のユーザーが編集
または実行していると発生します。

有効な値: 0 = 使用中ではない、1 =

使用中

10 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SrcFlowChartID BIGINT NOT

NULL

このキューブを作成するために使用さ
れるキューブ・プロセスを含むフロー
チャートのフローチャート ID。

有効な値: UA_Flowchart テーブルか
らの任意の有効な FlowchartID

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL キューブ名。この名前は、グローバル
に固有である必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
キューブのフリー・フォームのテキス
ト記述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

SegmentID BIGINT NULL このフィールドには、キューブが戦略
的セグメントに作成される場合にの
み、値が取り込まれます。それ以外の
場合は、NULL になります。このフ
ィールドは、このキューブで使用され
るセグメントのセグメント ID にな
ります。ユーザーは、キューブ・プロ
セスを構成することによって、キュー
ブが作成されるセグメントを選択しま
す。

有効な値: UA_Segment テーブルから
の任意の有効な SegmentID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL キューブを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunDate TIMESTAMP NULL キューブが最後に実行されたサーバー
日時。一度も実行されていない場合に
は、この値は NULL です。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunBy INTEGER NULL キューブを最後に実行したユーザーの
Marketing Platform ユーザー ID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 90. UA_SummaryCube のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataFileName VARCHAR NULL 事前計算されたキューブ・データを含
むサーバー上のバイナリー・ファイル
の名前。ファイル名は、キューブ名に
基づき、固有の数値 ID と .bin が追
加されます。キューブ・データ・ファ
イルには、ヘッダーとキューブ・デー
タが含まれます。ヘッダーには、ツリ
ー構造の最大 3 ディメンションまで
の情報が含まれます。データには、カ
ウントとオプションのロールアップ・
データ、各変数の最小、最大、合計が
含まれます。

有効な値: 有効なファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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UA_TableCatalog
このテーブルには、IBM Campaign で使用できるすべてのテーブル・カタログに関
する情報が保管されます。

表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

テーブル・カタログの名前。フォルダ
ー内で固有の名前でなければなりませ
ん。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

64 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
テーブル・カタログのフリー・フォー
ムのテキスト記述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FileName VARCHAR NULL ユーザー・テーブル・マッピングを含
むサーバー上のバイナリー・ファイル
または XML ファイルの名前。ファ
イル名は、テーブル・カタログ名に基
づき、.cat または .xml 拡張子 (出力
形式のタイプによる) が追加されま
す。

有効な値: 有効なファイル名

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL オブジェクトを作成したユーザーの
Marketing Platform ユーザー ID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform の
usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 91. UA_TableCatalog のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 92. UA_TableCatalog の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。

UA_TargetCells
このテーブルは、すべてのフローチャートで作成されたターゲット・セルの情報を
保管します。ターゲット・セルは出力プロセス (メール・リスト、コール・リス
ト、推奨、eMessage、スナップショット、または最適化) に添付されるセルとして定
義されます 。メタデータ情報 (名前、コード)、ソース情報 (キャンペーン、フロー
チャートおよびセル ID)、処理データ (割り当てられたオファー/オファー・リスト
と制御セルかどうかのリスト)、そしてセルがターゲット・セル・スプレッドシート
(TCS) でトップダウンで作成されたか、またはフローチャート内でボトムアップで
作成されたかを保管します。
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellID BIGINT NOT

NULL

セルの固有 ID。この ID は、ターゲ
ットが作成されたとき、およびフロー
チャートまたは TCS が保存されたと
きに、システムによって割り当てられ
ます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellName VARCHAR NOT

NULL

セルの名前。フローチャート内で固有
である必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (IBM

Campaign 照会言語の名前に使用する
ことが標準で禁止されている特殊名前
文字は除く)。

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
セルのフリー・フォームのテキスト記
述 (TCS からのみ値を取り込むこと
ができます)。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellCode VARCHAR NULL セルを識別するストリング値。システ
ム構成のセル・コード形式 (「サーバ
ー」>「システム・コード」の下の
CellCodeFormat) と一致している必要
があります。セル・コードは、構成パ
ラメーター AllowDuplicateCellCodes

= 0 の場合のみ、フローチャート内
で固有である必要があります (フロー
チャート検証ツールにより実行時に検
出)。

有効な値: 「サーバー」>「システ
ム・コード」> CellCodeFormat 構成
パラメーターで指定されたセル・コー
ド形式を満たす任意の文字列

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ControlCellID BIGINT NULL 制御セルがターゲット・セルに割り当
てられる場合、このフィールドには、
制御セル ID が入れられます。制御
として識別されるセルでなければなら
ず、ボトムアップで作成される場合
は、同じフローチャート内にあり、同
じ CSP に接続されたセルでなければ
なりません。トップダウンで作成され
る場合は、TCS 内の任意のセルが可
能です。

有効な値: UA_TargetCell テーブルの
任意の有効な CellID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsControl INTEGER NULL ターゲット・セルが検証制御セルであ
るかどうかを指定します。セルが制御
として指定される場合、そのセルに割
り当てられるオファーはありません
(また、以前に割り当てられたオファ
ーは消去されます)。

有効な値: 0 = ターゲット・セル、1

= 検証制御セル

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NULL このターゲット・セルが関連付けられ
るキャンペーン ID を識別します。

有効な値: UA_Campaign テーブルの
任意の有効な CampaignID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NULL このターゲット・セルが関連付けられ
るフローチャート ID を識別しま
す。

有効な値: UA_Flowchart テーブルか
らの任意の有効な FlowchartID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferListID BIGINT NULL ユーザーによってターゲット・セルに
割り当てられた (CSP 内または TCS

内のいずれか) すべてのオファーおよ
びオファー・リストを含めるために作
成された内部オファー・リストを識別
します。割り当てられたオファーがな
い場合、この値は NULL です。

有効な値: OfferListType = 3 の場
合、UA_OfferList の任意の有効な
OfferListID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DisplayOrder INTEGER NULL TCS でターゲット・セルが表示され
る順序を識別します。ユーザーは、
TCS を編集する際に、行を上/下に移
動させるアイコンを使用して、表示順
序を変更できます。ボトムアップで作
成された行には、初期状態で NULL

値が設定されています (TCS の上部
に表示されます) が、ユーザーはこれ
らの行を手動で順序変更することがで
きます。変更した場合、NULL 以外
の表示順序値を受け取ります。

有効な値: 1 から始まる正整数で、
TCS で作成される行ごとに 1 つずつ
増分します。NULL はフローチャー
トからボトムアップで作成された行に
対して有効です

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL セルを作成したユーザーの Marketing

Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsTopDown INTEGER NULL TCS で作成されるすべてのターゲッ
ト・セルは、トップダウンで作成され
るセルになります (フローチャート内
で作成されるセルとは対照的です)。
ターゲット・セルは、トップダウンで
定義することも、フローチャートのセ
ルにリンクすることもできます。

有効な値: 0 = ボトムアップ、1 = ト
ップダウン

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsReadOnly INTEGER NULL ターゲット・セルは読み取り専用で、
ユーザーが制御セルを指定すること
も、TCS からオファーを割り当てる
こともできないことを指定します。こ
れは、ターゲット・セルがフローチャ
ートの複数の出力プロセスに接続され
る場合、またはオファー/制御セルの
制御が無効である (例えば、スナップ
ショット・プロセス・ボックスまたは
最適化プロセス・ボックスに接続され
たターゲット・セル) 場合に、発生し
ます。

有効な値: 0 = 読み取り/書き込み、1

= 読み取り専用

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Retired INTEGER NULL このターゲット・セルがフローチャー
ト内の特定の CSP プロセスに関連付
けられているかどうかを指定します。
この値は、このセルを作成した CSP

が既に存在していない、またはこのセ
ルを今後処理しない場合に、「回収済
み」になります。

有効な値: 1 = 回収済み、0 = アクテ
ィブ

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Approved INTEGER NULL ターゲット・セル・スプレッドシート
(TCS) のこの行が承認されているかど
うかを指定します。承認は IBM

Marketing Operations TCS でのみ可能
です。

有効な値: 0 = 未承認1/NULL = 承認
済み (Marketing Operations が統合さ
れていない場合、常に 1 になります)

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellCount INTEGER NULL セル内の固有のオーディエンス ID

の数が入れられます (ユーザーが
TCS において手動で「セルのステー
タスを取得」をクリックすると、更新
されます)。

有効な値: 任意の非負整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunType INTEGER NULL セル・カウントの生成を最後に実行し
たタイプを指定します

有効な値: 実動フローチャート実動ブ
ランチ 実動プロセス テスト・フロー
チャート テスト・ブランチ テスト・
プロセス

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunBy INTEGER NULL セル・カウントを更新した最後のユー
ザーの名前。

有効な値: IBM Marketing Platform に
保管される任意のユーザー名。

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 93. UA_TargetCells のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

LastRunTime TIMESTAMP NULL セル・カウントが更新された最後のサ
ーバー日時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 94. UA_TargetCells の親テーブル

テーブル名 説明

UA_OfferList このテーブルには、内部およびユーザー作成の両方のオファー・リストが保
管されます。ユーザー作成のオファー・リストは静的 (オファーの固定リス
ト) またはスマート (動的; 照会に基づく) のどちらにもできます。複数オフ
ァーが割り当てられている場合、CSP の特定のセルに割り当てられたオファ
ーの実際のリストをグループにまとめるために、内部で生成されたオファ
ー・リストが使用されます。内部オファー・リストは、ユーザー作成のオフ
ァー・リストを参照することがあります (1 レベルのネスティングのみがサ
ポートされます)。

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。
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表 95. UA_TargetCells の子テーブル

テーブル名 説明

UA_CellAttribute このテーブルには、特定のセルのカスタム・セル属性値が保管されます。こ
れらの値は、ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) にユーザーによっ
てデータ入力されます。カスタム属性のデータ型に応じて (UA_AttributeDef

で指定)、特定の行に対してフィールド
(StringValue、NumberValue、DatetimeValue) のうちの 1 つにのみ、値が取り
込まれます。属性は AttributeID の順に、ターゲット・セル・スプレッドシー
トに表示されます。

UA_Treatment すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとタ
ーゲット・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセ
ルに割り当てられた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えら
れたオファー・バージョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズ
が使用された場合、使用されたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有
の順列それぞれに処理が作成されます (そして HasDetailHistory=1 およびコ
ンタクト情報は別のテーブル UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデ
ータは、ロギングが使用可能なときにのみ、CSP の実稼働実行中に取り込ま
れます。
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UA_Time
このテーブルには、特定の時間の時と分に関する情報を識別する時間情報が保持さ
れます。これは、レポートを作成するために使用されます。このテーブルには、実
装のセットアップの一部として値を取り込む必要があります。

表 96. UA_Time のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TimeID BIGINT NOT

NULL

このテーブルの行の固有 ID。

有効な値: HHMMSS として表される
時間 (現在、SS は常に 00 になりま
す)

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 96. UA_Time のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Hour INTEGER NULL 指定した時間の時。

有効な値: 0 から 23 の間の正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 96. UA_Time のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Minute INTEGER NULL 指定した時間の分。

有効な値: 0 から 59 の間の正整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 97. UA_Time の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ContactHistory 必須のコンタクト・フィールド
(AudienceID、CellID、PackageID、ContactDateTime、ContactStatusID など) と
任意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー作
成のテーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のテーブルがあります。
CSP ロギング・テーブルで「コンタクト履歴テーブルに記録」が有効にされ
ている場合、このテーブルに行が書き込まれます。このテーブルは、セル・
メンバーシップ情報を取得し、同じ CSP で処理されるセルを packageID で
識別します (同じ CSP の同じオーディエンス・エンティティーに対してなさ
れるすべてのコンタクトは、同じ「パッケージ」の一部であり、中断を表す
ものです)。ターゲット・セルと検証制御の両方とも、コンタクト履歴 (CH)

に書き込まれます。このテーブルの既存のエントリー
(ContactStatus、UpdateDateTime、およびユーザー定義フィールド) は、トラッ
キング・プロセスを使用して更新できます。トラッキング・プロセスは、こ
のテーブルに新しい行を作成することはできません。このテーブルは、コン
タクトのトラッキングに必要です。またこれは、最適化をコンタクトに適用
するために、IBM Contact Optimization (ACO) によっても使用されます。こ
の「ベース」コンタクト履歴テーブルでは、
UA_Treatment、UA_OfferHistory、および UA_OfferHistAttrib テーブルに同時
に値を取り込みます (これらのテーブルはすべて揃って「コンタクト履歴」
を構成します)。CSP でコンタクト履歴へのログ記録が無効になっている場
合、これらのテーブルには書き込まれません。

UA_DtlContactHist このテーブルは、同じセル内のそれぞれがすべてまったく同じオファーを受
け取るわけではないオファーのパーソナライズ (サブセル) ケースで、どのオ
ファー・バージョンを、どのオーディエンス ID が受け取るかを正確に保管
します。それらは、異なる数のオファーまたは異なるオファー・バージョ
ン、あるいはその両方を受け取る場合があります。
UA_Treatment.HasDetailHistory = 1 の場合のみ、このテーブルに行が書き込
まれます。

UA_ResponseHistory 必須のレスポンス・トラッキング・フィールド
(AudienceID、TreatmentInstID、レスポンス日、レスポンス・タイプなど) と任
意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー定義
テーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のレスポンス履歴テーブルが
あります。このテーブルの行は、レスポンス・プロセスで書き込まれます。

UA_TmpTablePool
このテーブルは、テーブル ID とそのスキーマを保管するために、Campaign サーバ
ーの一時テーブル・プール・マネージャー・モジュールによって使用されます。構
成: campaign | partitions | partition1 | datasources | data_source の UseTempTablePool

設定によって、このテーブルの使用法が制御されます。
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ID BIGINT NOT

NULL

この列には、一時テーブル・プールに
ある一時テーブルの ID が保管され
ます。

有効な値: 0 から最大許容値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

DataSrcName VARCHAR NOT

NULL

255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TableSchema VARCHAR NOT

NULL

ID 列によって表されるテーブル ID

のスキーマを保管します。プールから
テーブルを割り振る前に、必要なスキ
ーマとこの列に保管されるスキーマが
比較されます。テーブルは、スキーマ
が正確に一致する場合にのみ、割り振
られます。

有効な値: 1 から最大許容文字

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TableID BIGINT NULL セルによって提供される論理 ID を
保持します。これにより、論理から物
理へのマップは、すべてのテーブルで
維持されます。

有効な値: 0 から最大許容値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UserID BIGINT NULL 一時テーブルを要求したユーザーのユ
ーザー ID を保管します。

有効な値: 0 から最大許容値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NULL テーブルを要求したフローチャートの
ID を保管します。

有効な値: 0 から最大許容値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい

InstanceID BIGINT NULL Campaign フローチャートを実行する
場合、InstanceID は常に 0 になりま
す。IBM Distributed Marketing フロ
ーチャートを実行する場合、
InstanceID は一時テーブルが属するフ
ローチャート・インスタンスを識別し
ます。

19 1 次キーですか? いい
え
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表 98. UA_TmpTablePool のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Status TINYINT NULL テーブル・プールからのテーブルのス
テータスを保管します。ステータス 0

は、テーブルが「空き」であることを
示します。ステータス 2 は、テーブ
ルが「割り当て済み」であることを示
します。

有効な値: 0 から最大許容値

3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? 該当
なし

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい

UA_Treatment
すべての処理 (特定の時点 (実行インスタンス) のオファー・バージョンとターゲッ
ト・セルの交差部分) と関連データを保管します。複数オファーがセルに割り当て
られた場合、処理テーブルに複数行があります (セルに与えられたオファー・バー
ジョンごとに 1 つの処理)。オファーのパーソナライズが使用された場合、使用さ
れたオファー属性 (オファー・バージョン) の固有の順列それぞれに処理が作成され
ます (そして HasDetailHistory=1 およびコンタクト情報は別のテーブル
UA_DtlContactHistory に保管されます)。このデータは、ロギングが使用可能なとき
にのみ、CSP の実稼働実行中に取り込まれます。
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TreatmentInstID BIGINT NOT

NULL

処理インスタンスに対する固有 ID。
この ID は、フローチャート実行時
に処理が作成されると、システムによ
って割り当てられます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CellID BIGINT NULL CSP で処理されるセル ID。

有効な値: UA_TargetCells からの有効
な CellID 値

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PackageID BIGINT NULL 1 つの CSP の実行によって作成され
るすべての処理を 1 つにまとめるパ
ッケージ ID

(UA_ContactHistory.PackageID と同じ
値)。これにより、同じパッケージ/中
断で、同じオーディエンス ID に提
供されるすべてのオファーを識別する
ことができます。 PackageID および
CellID は、レポート用に CH と処理
テーブルを一緒に結合するために使用
されます。

有効な値: 生成される値に対する
internalIDLowerLimit 構成パラメータ
ー値と internalIDUpperLimit 構成パラ
メーター値の範囲内のグローバル固有
正整数 (sesutil を使用する別のシステ
ムからインポートされたキャンペーン
ではこの範囲外でもよい)。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunID BIGINT NULL バッチ・フローチャートでは、実行
ID はフローチャートの別個/新規の実
行を表します (値はフローチャートの
実行ごとに増分しますが、ブランチ/

プロセスの実行では増分しません)。
対話式フローチャートでは、RunID

は、フローチャートが変更および保存
された場合にのみ、増分します。

有効な値: UA_CCRunLog テーブルか
らの任意の有効な RunID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

RunDateTime TIMESTAMP NULL 処理を作成する CSP が最後に実行
(キャンペーン内のフローチャートで
のフローチャート、ブランチ、プロセ
スの実行) された日時。この値は、ブ
ランチ/プロセスの実行時に更新され
ます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TreatmentCode VARCHAR NULL UA_OfferTemplate.Treatment CodeFmt

の処理コード形式に基づくグローバル
に固有なシステム生成コード。
OfferID を生成するために使用されま
す (ユーザーによるオーバーライドは
不可)。

有効な値:

UA_OfferTemplate.Treatment CodeFmt

の必須形式に一致する固有の処理コー
ド

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CntrlTreatmtFlag INTEGER NULL 処理インスタンスが検証制御セル用で
あるかどうかを識別します。制御処理
は、CH に書き込まれますが、コンタ
クト/出力リストには書き込まれませ
ん。推定レスポンスのレスポンス・ト
ラッキングに使用されます。

有効な値: 0 = ターゲット・セル用に
作成された処理、1 = 制御セル用に
作成された処理

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CntrlTreatmtInstID BIGINT NULL CtntrlTreatmtFlag = 1 の場合、このフ
ィールドは NULL になります。
CtntrlTreatmtFlag = 0 で、ユーザーが
制御セルをターゲット・セルに割り当
てた場合、このフィールドには、制御
処理の制御インスタンス ID が含ま
れます。

有効な値: CntrlTreatmtFlag = 1 の場
合、UA_Treatment テーブルからの任
意の有効な TreatmentInstID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

TreatmentSize INTEGER NULL この処理で処理される固有メンバー
(オーディエンス ID) の数。これは、
非パーソナライズ・ケースにおける
CellID のメンバーの数になります
(セル内のすべのメンバーは、まった
く同じように処理されます)。ただ
し、オファー・パーソナライズが使用
される場合 (HasDetailHistory = 1 の
場合)、数値 <= セル・サイズになり
ます。

有効な値: 非負整数

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferID BIGINT NULL この処理に関連付けられたオファーの
オファー ID。

有効な値: UA_Offer からの任意の有
効な OfferID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ProcessID BIGINT NOT

NULL

この処理を作成した CSP の固有の
ID (この値はフローチャート内で固有
になりますが、グローバルに固有では
ありません。グローバルに固有にする
場合は、flowchartID が必要になりま
す)。CSP の「履歴の消去」機能 (そ
のプロセス・ボックスによって作成さ
れたすべての処理に対する指定された
実行の履歴を消去します) をサポート
するには、この値を使用します。

有効な値: 有効な整数 (プロセス・ボ
ックスが削除されている場合があるた
め、プロセス ID はフローチャート
内に必ずしも存在している必要はあり
ません)。

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

HasDetailHistory INTEGER NULL セルのすべてのメンバーがまったく同
じオファーを受けない場合に、オファ
ー・パーソナライズが使用されるかど
うかを識別します。これは、ユーザー
定義フィールドまたは個々の属性に基
づくデータ・フィールドがオファー・
パーソナライズに使用される場合、結
果が最適化された ACO の結果から
処理される場合、または CSP が対話
式フローチャートで使用される場合
に、発生します。

有効な値: 0 = 詳細履歴なし、1 =

UA_DtlContactHist テーブルにレコー
ドがある

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

Expiration

DateTime

TIMESTAMP NULL オファー・バージョンが有効な実際の
最後の日付 (午前 0 時まで)。この値
は、プロセス・ボックスの実行時間と
期間 (UA_Offer.ExpirationDateFlag =

1) に基づくことができます。あるい
は、オファー
(UA_Offer.ExpirationDateFlag = 0) ま
たはユーザー (パラメーター化された
場合) によって指定された絶対値にす
ることもできます。

有効な値: EffectiveDateTime より後の
有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

EffectiveDateTime TIMESTAMP NULL オファー・バージョンが有効な実際の
最初の日付 (午前 0 時から開始)。こ
の値は、プロセス・ボックスの実行時
間 (UA_Offer.EffectiveDateFlag = 1)

に基づくことができます。あるいは、
オファー (UA_Offer.EffectiveDateFlag

= 0) またはユーザー (パラメーター
化された場合) によって指定された絶
対値にすることもできます。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?はい
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

OfferHistoryID BIGINT NULL オファーにパラメーター化されたオフ
ァー属性がある場合に、この処理に関
連付けられた特定のオファー・バージ
ョンにリンクします。

有効な値: UA_OfferHistory テーブル
からの有効な OfferHistoryID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CampaignID BIGINT NULL この処理が関連付けられるキャンペー
ン ID を識別します。

有効な値: UA_Campaign テーブルの
任意の有効な CampaignID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CntrlCellID BIGINT NULL ターゲット・セルに関連付けられた制
御セルがある場合、このフィールドで
制御セルの ID が保持されます。

有効な値: UA_TargetCell テーブルの
任意の有効な CellID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 99. UA_Treatment のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FlowchartID BIGINT NULL 処理を作成したフローチャートの固有
ID。

有効な値: UA_Flowchart テーブルに
任意の有効な FlowchartID

19 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?はい

構成に影響されますか
?いいえ

表 100. UA_Treatment の親テーブル

テーブル名 説明

UA_TargetCells このテーブルは、すべてのフローチャートで作成されたターゲット・セルの
情報を保管します。ターゲット・セルは出力プロセス (メール・リスト、コ
ール・リスト、推奨、eMessage、スナップショット、または最適化) に添付
されるセルとして定義されます 。メタデータ情報 (名前、コード)、ソース情
報 (キャンペーン、フローチャートおよびセル ID)、処理データ (割り当てら
れたオファー/オファー・リストと制御セルかどうかのリスト)、そしてセルが
ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) でトップダウンで作成された
か、またはフローチャート内でボトムアップで作成されたかを保管します。

UA_OfferHistory このテーブルには、顧客に提供されたすべてのオファー・バージョンが保管
されます。これによって、特定のオファー (offerID) のパラメーター化された
オファー属性 (OfferHistoryID によって識別されるオファー・バージョン) の
特定の組み合わせが既に作成されている (CRC 値を使用している) かどうか
が判別されます。UA_OfferHistory テーブルには、固有のオファー・バージョ
ンごとに一度だけ値が取り込まれます。あるオファーの UA_OfferHistory テ
ーブルに既に値が取り込まれている場合、同じオファーのコンタクト履歴が
更新されても、もう一度値が取り込まれることはありません。
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表 100. UA_Treatment の親テーブル (続き)

テーブル名 説明

UA_Offer このテーブルには、オファーの基本情報が保管されます。すべてのオファー
属性は、現在 UA_OfferAttribute テーブルに保管されています。各オファー
は、オファーの作成に使用されたオファー・テンプレートに関連付けられて
います。オファー作成中に、作成者は静的属性の値およびパラメーター化済
み属性のデフォルト値を変更できます。パラメーター化済み属性の実際の値
は、フローチャート設計時またはフローチャート実行時に割り当てられま
す。

UA_CCRunLog このテーブルには、フローチャートが実稼働で実行されるたびにフローチャ
ートの実行履歴が記録されます (テスト実行では記録されません)。新しいフ
ローチャートが実行されるたびに、固有の RunID が生成されます (ブラン
チ/プロセスの実行時には生成されません)。開始/終了の日時、およびフロー
チャートを実行したユーザーが記録されます。IBM Distributed Marketing の
実行の場合、リモート・ユーザーに関する情報も記録されます。

UA_Campaign このテーブルは、ユーザーが提供したキャンペーン・メタデータと、基本実
行情報を含んでいます。新規キャンペーンが作成されて保存されるたびに、
このテーブルに 1 行が書き込まれます。関連テーブル
(UA_CampToSegment、UA_CampToOffer、および UA_Flowchart) は、それら
の関係/リンクまたはオブジェクトが作成されるまで更新されません。つま
り、UA_Flowchart レコードは、新規フローチャートがキャンペーンに追加さ
れたときにのみ作成されます。UA_CampaignExtAttr は、キャンペーン・カス
タム属性値と同時にデータ設定されます。

表 101. UA_Treatment の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ResponseHistory 必須のレスポンス・トラッキング・フィールド
(AudienceID、TreatmentInstID、レスポンス日、レスポンス・タイプなど) と任
意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー定義
テーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のレスポンス履歴テーブルが
あります。このテーブルの行は、レスポンス・プロセスで書き込まれます。
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UA_Triggerlist
このテーブルには、スケジュール・プロセスとコンタクト・プロセスを介して送信
される各発信トリガーの名前、定義、および注釈が保管されます。トリガーはコマ
ンド・ライン (バッチ・ファイルまたはスクリプトが可能) を実行します。

表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

FolderID BIGINT NOT

NULL

オブジェクトが保管されるフォルダー
のフォルダー ID。オブジェクトが保
管されるフォルダーに基づいて、値が
自動的に取り込まれます。オブジェク
トを別のフォルダーに「移動」するこ
とによって、ユーザーはこの値を変更
できます。

有効な値: UA_Folder テーブルに存在
する任意の有効な FolderID 値

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? はい

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NOT

NULL

トリガーの名前。フォルダー内で固有
である必要があります。

有効な値: 任意のテキスト文字 (名前
に用いることが一般的に禁止されてい
る特殊文字は除く)

255 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL (オプション) ユーザーが入力する、
トリガーのフリー・フォームのテキス
ト記述。

有効な値: 任意のテキスト文字 (テキ
ストに用いることが一般的に禁止され
ている特殊文字は除く)

1024 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

定義 VARCHAR NULL トリガー・ファイルの場所への絶対フ
ァイル・パス (例えば、
c:¥Triggers¥MyTrigger.bat)。

有効な値: OS によってサポートされ
る任意のテキスト文字

2048 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが作成されたサーバー日
時。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateBy INTEGER NULL トリガーを作成したユーザーの
Marketing Platform UserID。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

第 2 章 IBM Campaign システム・テーブル・リファレンス 457



表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateDate TIMESTAMP NULL オブジェクトが更新 (編集および保
存) された最後のサーバー日時。初回
のオブジェクト作成では CreateDate

と同じ。

有効な値: 有効な日時

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

UpdateBy INTEGER NULL オブジェクトを最後に更新したユーザ
ーの Marketing Platform ユーザー
ID。初回のオブジェクト作成では、
CreateBy と同じ。

有効な値: 有効な Marketing Platform

ユーザー ID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

PolicyID INTEGER NULL このオブジェクトにアクセスが許可さ
れる Marketing Platform ユーザーを
決定する、オブジェクトのセキュリテ
ィー・ポリシー ID。オブジェクトが
フォルダー内に作成された場合、オブ
ジェクトのセキュリティー・ポリシー
は、オブジェクトがあるフォルダーの
セキュリティー・ポリシーに自動的に
設定されます (ユーザーは変更できま
せん)。ユーザーは、別のセキュリテ
ィー・ポリシーを持つ別のフォルダー
にオブジェクトを移動することによっ
て、オブジェクトのセキュリティー・
ポリシーを変更できます (ソースと宛
先の両方のセキュリティー・ポリシー
において、ユーザーにそのオブジェク
トの「移動」権限が必要です)。オブ
ジェクトがそのオブジェクト・タイプ
のトップレベルのルート・フォルダー
に作成された場合のみ、ユーザーが直
接設定できます (ユーザーに役割があ
るセキュリティー・ポリシーが選択項
目として表示されます)。

有効な値: IBM Marketing Platform

usm_policy テーブルからの任意の有
効な PolicyID

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

はい

システム生成のオーバ
ーライドですか? はい

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 102. UA_Triggerlist のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ACLID INTEGER NULL 将来のバージョンで使用の予定。 10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ

表 103. UA_Triggerlist の親テーブル

テーブル名 説明

UA_Folder このテーブルには、システム内のオブジェクト・ストレージの内部フォルダ
ーすべての基本データが含まれます。システム・オブジェクトを保管するた
めに新規フォルダーが作成されるたびに、新しい行が作成されます (例えば
キャンペーン、セッション、オファー、セグメント、カスタム・マクロ、ユ
ーザー定義フィールドなど)。
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UA_UsrResponseType
実装時にユーザーが定義するテーブル。説明とともにレスポンス・タイプのリスト
を保管します。一度構成すると、このテーブルの内容はレスポンス・プロセスの構
成に表示されます。

表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseTypeID BIGINT NOT

NULL

各レスポンス・タイプの固有 ID (こ
のテーブル内でのみ固有)。

有効な値: このテーブル内で固有の整
数

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

名前 VARCHAR NULL レスポンス・タイプの名前 (IBM

Campaign GUI では表示されません)

有効な値: 有効な文字列。「参照」、
「考慮」、「確定」、「調達」、「使
用」、「アンサブスクライブ」、「不
明」、「拒否」、「リンク・クリッ
ク」、「待ち受けページ」、「SMS

返信メッセージ」の値が事前定義され
ています (その他の値を追加すること
もできます)。

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

説明 VARCHAR NULL レスポンス・タイプのオプションの説
明 (IBM Campaign GUI では表示さ
れません)

有効な値: 有効な文字列

512 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? いいえ

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

ResponseType Code VARCHAR NULL レスポンス・タイプを識別する固有の
コード (レスポンス・タイプを識別す
るためにレスポンス・プロセスで使用
されます)。

有効な値: 有効な文字列。 EXP、
CON、 CMT、 FFL、 USE、 USB、
UKN、 RJT、 LCL、 LPA、 SRE の
値が事前定義されています (その他の
値を追加することもできます)。これ
らの値は、「名前」フィールドに事前
定義されたレスポンス・タイプに対応
します (「参照」、「考慮」、「確
定」、「調達」など)。

64 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CountsAs Response INTEGER NULL レスポンス・タイプがレスポンスとし
てカウントされるかどうかを指定しま
す。例えば、「購入」のレスポンス・
タイプは、パフォーマンス・レポート
におけるロールアップ目的のレスポン
スとして最終的にカウントされます
が、「クリックスルー」のレスポン
ス・タイプは、カウントされません。

有効な値: 0 – レスポンスとしてカウ
ントしない 1 – レスポンスとしてカ
ウントする 2 – 拒否としてカウント
する

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい
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表 104. UA_UsrResponseType のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

IsDefault INTEGER NULL レスポンス・トラッキングにおいてレ
スポンス・タイプが NULL または指
定されていない場合に、レスポンスを
どのレスポンス・タイプに帰属させる
かを指定します。

有効な値: 0 = デフォルト以外、1 =

デフォルト (値 1 は単一の行のみ可
能)

10 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

いいえ

作成時に保管しますか
?いいえ

保存時に保管しますか
?いいえ

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?はい

表 105. UA_UsrResponseType の子テーブル

テーブル名 説明

UA_ResponseHistory 必須のレスポンス・トラッキング・フィールド
(AudienceID、TreatmentInstID、レスポンス日、レスポンス・タイプなど) と任
意のユーザー定義の追加トラッキング・フィールドを保管するユーザー定義
テーブル。オーディエンス・レベルごとに別個のレスポンス履歴テーブルが
あります。このテーブルの行は、レスポンス・プロセスで書き込まれます。
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UA_Version

表 106. UA_Version のフィールドの説明

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

VersionID BIGINT IDEN-

TITY

19 1 次キーですか? はい

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 106. UA_Version のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

VersionNumber VARCHAR NOT

NULL

50 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 106. UA_Version のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

パラメーター VARCHAR NULL 255 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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表 106. UA_Version のフィールドの説明 (続き)

フィールド名 タイプ NULL? 説明 長さ 追加属性

CreateDate TIMESTAMP NOT

NULL

23,3 1 次キーですか? いい
え

外部キーですか? いい
え

必須フィールドですか
? はい

システム生成ですか?

いいえ

システム生成のオーバ
ーライドですか? いい
え

ユーザー入力ですか?

はい

作成時に保管しますか
?はい

保存時に保管しますか
?はい

実行時に保管しますか
?いいえ

構成に影響されますか
?いいえ
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IBM 技術サポートへのお問い合わせ

資料を参照しても解決できない問題が発生した場合は、貴社の指定サポート窓口か
ら IBM 技術サポートに問い合わせることができます。問題を効率的に首尾よく確
実に解決するには、問い合わせる前に情報を収集してください。

貴社の指定サポート窓口以外の方は、社内の IBM 管理者にお問い合わせくださ
い。

収集する情報

IBM 技術サポートに連絡する前に、以下の情報を収集しておいてください。

v 問題の性質についての簡単な説明

v 問題の発生時に表示されるエラー・メッセージの詳細。

v 問題を再現するための詳しい手順。

v 関連するログ・ファイル、セッション・ファイル、構成ファイル、およびデー
タ・ファイル。

v 「システム情報」の説明に従って入手できる、製品およびシステム環境に関する
情報。

システム情報

IBM 技術サポートにお問い合わせいただいた際に、技術サポートではお客様の環境
に関する情報をお尋ねすることがあります。

問題が発生してもログインは可能である場合、情報の大部分は「バージョン情報」
ページで入手できます。そのページには、ご使用の IBM のアプリケーションに関
する情報が表示されます。

「バージョン情報」ページにアクセスするには、「ヘルプ」>「バージョン情報」を
選択してください。「バージョン情報」ページにアクセスできない場合は、各アプ
リケーションのインストール・ディレクトリーの下にある version.txt ファイルを
表示すると、任意の IBM アプリケーションのバージョン番号を入手することがで
きます。

IBM 技術サポートのお問い合わせ先

IBM 技術サポートへのお問い合わせ方法については、「IBM Product Technical

Support」の Web サイト (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)

を参照してください。

注: サポート要求を入力するには、IBM アカウントを使用してログインする必要が
あります。このアカウントは、できるだけ IBM カスタマー番号にリンク済みのア
カウントにしてください。お客様の IBM カスタマー番号とアカウントとの関連付
けについて詳しくは、サポート・ポータルの「サポート・リソース」>「ライセンス
付きソフトウェア・サポート」を参照してください。
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特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM

の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation

B1WA LKG1

550 King Street

Littleton, MA 01460-1250

U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行
価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を
例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されていま
す。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラット
フォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ
リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式
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においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することが
できます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを
経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、
利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるも
のであり、いかなる保証も提供されません。 IBM は、お客様の当該サンプル・プ
ログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International

Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。

プライバシー・ポリシーおよび利用条件に関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。 Cookie

とは Web サイトからお客様のブラウザーに送信できるデータで、お客様のコンピ
ューターを識別するタグとしてそのコンピューターに保存されることがあります。
多くの場合、これらの Cookie により個人情報が収集されることはありません。ご
使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類する
テクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体
的事項をご確認ください。

このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッション管理、
お客様の利便性の向上、または利用の追跡または機能上の目的のために、それぞれ
のお客様のユーザー名、およびその他の個人情報を、セッションごとの Cookie お
よび持続的な Cookie を使用して収集する場合があります。これらの Cookie は無効
にできますが、その場合、これらを有効にした場合の機能を活用することはできま
せん。

Cookie およびこれに類するテクノロジーによる個人情報の収集は、各国の適用法令
等による制限を受けます。この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie および
さまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人情報を収集する機能
を提供する場合、 お客様は、個人情報を収集するにあたって適用される法律、ガイ
ドライン等を遵守する必要があります。これには、エンド・ユーザーへの通知や同
意取得の要求も含まれますがそれらには限られません。

お客様は、IBM の使用にあたり、(1) IBM およびお客様のデータ収集と使用に関す
る方針へのリンクを含む、お客様の Web サイト利用条件 (例えば、プライバシー・
ポリシー) への明確なリンクを提供すること、(2) IBM がお客様に代わり閲覧者の
コンピューターに、Cookie およびクリア GIF または Web ビーコンを配置するこ
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とを通知すること、ならびにこれらのテクノロジーの目的について説明すること、
および (3) 法律で求められる範囲において、お客様または IBM が Web サイトへ
の閲覧者の装置に Cookie およびクリア GIF または Web ビーコンを配置する前
に、閲覧者から合意を取り付けること、とします。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、
IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他の
テクノロジー』を参照してください。
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