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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle9i データベース・ユーティリティを使用して、データ転送、
データ・メンテナンスおよびデータベース管理を行う方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

� 対象読者

� このマニュアルの構成

� 関連文書

� 表記規則
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、データベース管理者（DBA）、アプリケーション・プログラマ、セキュ
リティ管理者、システム・オペレータを対象としています。また、次の作業を行う Oracle
ユーザーも対象としています。

� エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用した、データ
のアーカイブ、Oracle データベースのバックアップおよび Oracle データベース間の
データ移動

� SQL*Loader を使用したオペレーティング・システムのファイルから Oracle 表へのデー
タのロード、または外部表機能を使用した外部ソースから Oracle 表へのデータのロー
ド

� メタデータ API を使用した、データベース・オブジェクトに対するメタデータの完全な
表現の抽出および処理

� DBNEWID ユーティリティを使用した、オペレーショナル・データベースの内部データ
ベース識別子（DBID）およびデータベース名（DBNAME）の維持

このマニュアルを使用するには、『Oracle9i データベース概要』で説明されている SQL およ
び Oracle の基礎知識が必要です。また、SQL*Loader を使用するには、オペレーティング・
システムのファイル管理機能の使用方法を理解しておく必要があります。

このマニュアルのこのマニュアルのこのマニュアルのこのマニュアルの構成構成構成構成
このマニュアルは、次のように構成されています。

第第第第 I 部「エクスポートおよびインポート」部「エクスポートおよびインポート」部「エクスポートおよびインポート」部「エクスポートおよびインポート」

第第第第 1 章「エクスポート」章「エクスポート」章「エクスポート」章「エクスポート」

この章では、エクスポート・ユーティリティを使用して Oracle データベースから転送可能
なファイルへデータを書き込む方法を説明します。エクスポートの概要、エクスポート・
モード、対話方式とコマンドライン方式、パラメータの指定およびエクスポート・オブジェ
クトのサポートについて説明します。エクスポート・セッションの例も示します。

第第第第 2 章「インポート」章「インポート」章「インポート」章「インポート」

この章では、インポート・ユーティリティを使用してエクスポート・ファイルのデータを
Oracle データベースへ読み込む方法を説明します。インポートの概要、対話方式とコマンド
ライン方式、パラメータの指定およびインポート・オブジェクトのサポートについて説明し
ます。インポート・セッションの例も示します。
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第第第第 II 部「部「部「部「SQL*Loader」」」」

第第第第 3 章「章「章「章「SQL*Loader の概念」の概念」の概念」の概念」

この章では、SQL*Loader の機能について説明します。また、データ・ロードの概念（オブ
ジェクト・サポートも含む）についても説明します。さらに、SQL*Loader への入力、デー
タベースの事前準備および SQL*Loader からの出力についても説明します。

第第第第 4 章「章「章「章「SQL*Loader コマンドライン・リファレンス」コマンドライン・リファレンス」コマンドライン・リファレンス」コマンドライン・リファレンス」

この章では、SQL*Loader で使用するコマンドラインの構文について説明します。コマンド
ライン引数、SQL*Loader のメッセージを抑制する方法、バインド配列のサイズ指定などに
ついて説明します。

第第第第 5 章「章「章「章「SQL*Loader 制御ファイル・リファレンス」制御ファイル・リファレンス」制御ファイル・リファレンス」制御ファイル・リファレンス」

この章では、SQL*Loader の構成に使用する制御ファイルの構文、およびデータを Oracle の
形式にマップする方法を SQL*Loader に記述する方法について説明します。詳細な構文図を
示すとともに、データ・ファイル、表と列、データの位置、ロードするデータの型と形式な
どの指定に関する情報についても説明します。

第第第第 6 章「フィールド・リスト・リファレンス」章「フィールド・リスト・リファレンス」章「フィールド・リスト・リファレンス」章「フィールド・リスト・リファレンス」

この章では、SQL*Loader 制御ファイルのフィールド・リストのセクションについて説明し
ます。フィールド・リストには、位置、データ型、条件、デリミタなどのロードするフィー
ルドについての情報が提供されます。

第第第第 7 章「オブジェクト、章「オブジェクト、章「オブジェクト、章「オブジェクト、LOB およびコレクションのロード」およびコレクションのロード」およびコレクションのロード」およびコレクションのロード」

この章では、様々な形式での列オブジェクトのロード方法について説明します。オブジェク
ト表、REF列、LOBおよびコレクションのロード方法についても説明します。

第第第第 8 章「章「章「章「SQL*Loader ログ・ファイル・リファレンス」ログ・ファイル・リファレンス」ログ・ファイル・リファレンス」ログ・ファイル・リファレンス」

この章では、ログ・ファイルに記述される情報について説明します。

第第第第 9 章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・ パス・ロード」パス・ロード」パス・ロード」パス・ロード」

この章では、従来型パス・ロードとダイレクト・パス・ロードの違いを説明します。ダイレ
クト・パス・ロードは、大量のデータを従来より高速にロードするための高パフォーマン
ス・オプションです。

第第第第 10 章「章「章「章「SQL*Loader の事例」の事例」の事例」の事例」

この章では、様々な事例から SQL*Loader の機能を説明します。可変長データ、固定形式レ
コード、自由形式ファイルのロード方法、複数の物理レコードを 1 件の論理レコードとして
ロードする方法、複数の表のロード方法、ダイレクト・パスを使用したロード方法、および
オブジェクト、コレクション、REF列のロード方法について説明します。
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第第第第 III 部「外部表」部「外部表」部「外部表」部「外部表」

第第第第 11 章「外部表の概要」章「外部表の概要」章「外部表の概要」章「外部表の概要」

この章では、外部表の基本概念について説明します。

第第第第 12 章「外部表アクセス・パラメータ」章「外部表アクセス・パラメータ」章「外部表アクセス・パラメータ」章「外部表アクセス・パラメータ」

この章では、外部表 API でのインタフェースに使用する接続パラメータについて説明しま
す。

第第第第 IV 部「その他のユーティリティ」部「その他のユーティリティ」部「その他のユーティリティ」部「その他のユーティリティ」

第第第第 13 章「章「章「章「DBVERIFY: オフライン・データベース検査ユーティリティ」オフライン・データベース検査ユーティリティ」オフライン・データベース検査ユーティリティ」オフライン・データベース検査ユーティリティ」

この章では、オフライン・データベース検査ユーティリティである DBVERIFY の使用方法
について説明します。

第第第第 14 章「章「章「章「DBNEWID ユーティリティ」ユーティリティ」ユーティリティ」ユーティリティ」

この章では、DBNEWID ユーティリティを使用してデータベースの名前または ID（あるい
はその両方）を変更する方法について説明します。

第第第第 15 章「メタデータ章「メタデータ章「メタデータ章「メタデータ API の使用」の使用」の使用」の使用」

データベース・オブジェクトに対するメタデータの完全な表現の抽出および処理が可能なメ
タデータ API について説明します。

第第第第 V 部「付録」部「付録」部「付録」部「付録」

付録付録付録付録 A「「「「SQL*Loader の構文図」の構文図」の構文図」の構文図」

この付録では、SQL*Loader の構文図について説明します。

付録付録付録付録 B「「「「DB2/DXT ユーザーに対する注意事項」ユーザーに対する注意事項」ユーザーに対する注意事項」ユーザーに対する注意事項」

この付録では、SQL*Loader で使用するデータ定義言語（DDL）の構文と、DB2 ロード・
ユーティリティの制御ファイルで使用する DDL の構文の違いについて説明します。DB2
ロード・ユーティリティに対する SQL*Loader の拡張機能、DB2 の RESUME オプション、
互換性を維持するためのオプションおよび SQL*Loader に関する制限事項について説明しま
す。

付録付録付録付録 C「バッカス正規形構文」「バッカス正規形構文」「バッカス正規形構文」「バッカス正規形構文」

この付録では、テキストによる構文図の説明に使用される、バッカス正規形（BNF）の変形
の記号および表記規則について説明します。
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関連関連関連関連文書文書文書文書
詳細は、次の Oracle ドキュメントを参照してください。

特に Oracle9i ドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

� 『Oracle9i データベース概要』

� 『Oracle9i SQL リファレンス』

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』

ドキュメント・セットの多くのマニュアルで、Oracle データベース・サーバーのインストー
ル時にデフォルトとしてインストールされるシード・データベースのサンプル・スキーマを
使用しています。サンプル・スキーマの作成方法および使用方法の詳細は、『Oracle9i サン
プル・スキーマ』を参照してください。

リリース・ノート、インストール・マニュアル、ホワイト・ペーパーまたはその他の関連文
書は、OTN-J（Oracle Technology Network Japan）に接続すれば、無償でダウンロードでき
ます。OTN-J を使用するには、オンラインでの登録が必要です。次の URL で登録できます。

http://otn.oracle.co.jp/membership/

すでに OTN-J のユーザー名およびパスワードを取得済であれば、次の OTN-J Web サイトの
文書セクションに直接接続できます。

http://otn.oracle.co.jp/document/

表記規則表記規則表記規則表記規則
この項では、このマニュアルの本文およびコード例で使用される表記規則について説明しま
す。この項の内容は次のとおりです。

� 本文中の表記規則

� コード例中の表記規則
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本文中の表記規則本文中の表記規則本文中の表記規則本文中の表記規則
本文では、特別な用語をより迅速に識別するために、各種の表記規則を使用します。次の表
に、それらの表記規則を説明し、その使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

太字太字太字太字 太字は、本文中で定義されている用語また
は用語集に記載されている用語（あるいは
その両方）を示します。

この句を指定すると、索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表が作成されます。

固定幅フォントの
大文字

固定幅フォントの大文字は、システムが提
供する要素を示します。このような要素に
は、パラメータ、権限、データ型、
Recovery Manager キーワード、SQL キー

ワード、SQL*Plus またはユーティリ

ティ・コマンド、パッケージおよびメソッ
ドが含まれます。また、システムが提供す
る列名、データベース・オブジェクト、
データベース構造、ユーザー名およびロー
ルも含まれます。

NUMBER列に対してのみに、この句を指定できま

す。

BACKUPコマンドを使用して、データベースの

バックアップを取ることができます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

内の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

固定幅フォントの小文字は、実行可能ファ
イル、ファイル名、ディレクトリ名および
ユーザーが提供する要素のサンプルを示し
ます。このような要素には、コンピュータ
名、データベース名、ネット・サービス名
および接続識別子が含まれます。また、
ユーザーが提供するデータベース・オブ
ジェクトとデータベース構造、列名、パッ
ケージ、クラス、ユーザー名、ロール、プ
ログラム・ユニットおよびパラメータの値
も含まれます。

注意注意注意注意 : 大文字と小文字を組み合せて使用す

るプログラム要素もあります。これらの要
素は、記載されているとおり入力してくだ
さい。

sqlplusと入力して、SQL*Plus をオープンしま

す。

パスワードは、orapwdファイルで指定します。

/disk1/oracle/dbsディレクトリ内のデータ・

ファイルおよび制御ファイルのバックアップを取
ります。

hr.departments表には、department_id列、

department_name列および location_id列が

あります。

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータを

trueに設定します。

oeユーザーとして接続します。

JRepUtilクラスが次のメソッドを実装します。

固定幅フォントの
小文字のイタリック

固定幅フォントの小文字のイタリックは、
プレースホルダまたは変数を示します。

parallel_clauseを指定できます。

Uold_release.SQLを実行します。ここで、

old_releaseとはアップグレード前にインス

トールしたリリースを示します。
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コード例中の表記規則コード例中の表記規則コード例中の表記規則コード例中の表記規則
コード例では、SQL、PL/SQL、SQL*Plus または他のコマンドライン文を説明します。コー
ド例は、固定幅フォントで表示され、次の例に示すとおり通常のテキストと区別されます。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例で使用される表記規則を説明し、その使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

[ ] 大カッコは、任意に選択する 1 つ以上の項

目を囲みます。大カッコは、入力しないで
ください。

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコは、2 つ以上の項目を囲み、そのう

ちの 1 つの項目は必須です。中カッコは、

入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の 2 つ

以上のオプションの選択項目を表します。
オプションのうちの 1 つを入力します。縦

線は、入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のいずれかを示しま
す。

� 例に直接関連しないコードの一部が省
略されている。

� コードの一部を繰り返すことができる。

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;

 .
 .
 .

垂直の省略記号は、例に直接関連しない複
数の行が省略されていることを示します。

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
NAME
------------------------------------
/fsl/dbs/tbs_01.dbf
/fs1/dbs/tbs_02.dbf
.
.
.
/fsl/dbs/tbs_09.dbf
9 rows selected.

その他の句読点 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号
以外の句読点は、表示されているとおり入
力する必要があります。

acctbal NUMBER(11,2);

acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

イタリック体 イタリック体は、特定の値を指定する必要
があるプレースホルダや変数を示します。

CONNECT SYSTEM/system_password

DB_NAME = database_name
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大文字 大文字は、システムが提供する要素を示し
ます。これらの用語は、ユーザー定義の用
語と区別するために大文字で示されます。
用語が大カッコ内にないかぎり、表示され
ているとおりの順序および綴りで入力しま
す。ただし、これらの用語は大 / 小文字が

区別がされないため、小文字でも入力でき
ます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

SELECT * FROM USER_TABLES;

DROP TABLE hr.employees;

小文字 小文字は、ユーザー定義のプログラム要素
を示します。たとえば、表名、列名、ファ
イル名などです。

注意注意注意注意 : 大文字と小文字を組み合せて使用する

プログラム要素もあります。これらの要素
は、記載されているとおり入力してくださ
い。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

sqlplus hr/hr

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY 
ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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データベース・ユーティリティの新機能データベース・ユーティリティの新機能データベース・ユーティリティの新機能データベース・ユーティリティの新機能

ここでは、Oracle9i データベース・ユーティリティの新機能について説明します。また、各
機能の参照先も示します。今回のリリースへアップグレードする場合のために、Oracle8i で
導入された機能についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

� リリース 2（9.2）での Oracle9i ユーティリティの新機能

� リリース 1（9.0.1）での Oracle9i ユーティリティの新機能

� Oracle8i ユーティリティの新機能
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リリースリリースリリースリリース 2（（（（9.2）での）での）での）での Oracle9i ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能
この項では、Oracle9i リリース 2（9.2）で導入された新機能および拡張機能について説明し
ます。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティ
次に、エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの新機能および拡
張機能を示します。

� エクスポート・ユーティリティ用の新しい OBJECT_CONSISTENTパラメータ。これを
使用すると、オブジェクトがパーティション化されている場合でも、読込み専用トラン
ザクションに各オブジェクトをエクスポートできます。詳細は、1-25 ページの

「OBJECT_CONSISTENT」を参照してください。

� インポート・ユーティリティ用の新しい STREAMS_CONFIGURATIONパラメータ。これ
を使用すると、エクスポート・ダンプ・ファイル内に存在するすべての一般的な
Streams メタデータをインポートできます。詳細は、2-29 ページの「STREAMS_
CONFIGURATION」を参照してください。

� インポート・ユーティリティ用の新しい STREAMS_INSTANTIATIONパラメータ。これ
を使用すると、エクスポート・ダンプ・ファイル内に存在する Streams インスタンシ
エーション・メタデータをインポートできます。詳細は、2-30 ページの

「STREAMS_INSTANTIATION」を参照してください。

SQL*Loader ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

次に、SQL*Loader の新機能および拡張機能を示します。

� 新しい日付キャッシュ機能。これによって、入力データ内に多数の重複する日付値が存
在する場合に実際に実行される日付変換の回数が減ります。そのため、ダイレクト・パ
ス・ロード中のパフォーマンスが向上します。詳細は、9-21 ページの「日付キャッシュ
の値の指定」を参照してください。

� 1 つ以上のユーザー定義コンストラクタの作成による、デフォルトの属性値コンストラ
クタの上書き。詳細は、7-8 ページの「ユーザー定義コンストラクタを使用した列オブ
ジェクトのロード」を参照してください。

外部表外部表外部表外部表

次に、外部表の新機能および拡張機能を示します。

� 新しい日付キャッシュ機能。これによって、入力データ内に多数の重複する日付値が存
在する場合に実際に実行される日付変換の回数が減ります。そのため、ダイレクト・パ
ス・ロード中のパフォーマンスが向上します。詳細は、11-6 ページの「外部表使用時の
パフォーマンスのヒント」を参照してください。
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DBNEWID ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ
DBNEWID ユーティリティは、オペレーショナル・データベースの DBID および DBNAME
を変更可能な新しいデータベース・ユーティリティです。詳細は、第 14 章「DBNEWID
ユーティリティ」を参照してください。

メタデータメタデータメタデータメタデータ API
メタデータ API によって、次の作業を集中的、かつ単純で柔軟な方法で実行できます。

� XML または作成用 DDL のいずれかとしての、データベース・オブジェクト（メタデー
タ）の完全な定義の抽出

� 業界標準の Extensible Stylesheet Language Transformation（XSLT）を介したメタデー
タの変換

� SQL DDL の生成によるデータベース・オブジェクトの再作成

メタデータ API は、Oracle9i リリース 1（9.0.1）から使用可能でしたが、別のマニュアルで
説明されていました。リリース 2（9.2）からは、このマニュアルで説明されます。詳細は、
第 15 章「メタデータ API の使用」を参照してください。

リリースリリースリリースリリース 1（（（（9.0.1）での）での）での）での Oracle9i ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能
この項では、Oracle9i で導入された新機能および拡張機能について説明します。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティ

次に、エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの新機能および拡
張機能を示します。

� 計算済オプティマイザ統計の拡張エクスポート / インポート機能。詳細は、次の項を参
照してください。

– エクスポート・ユーティリティでのこのパラメータの使用方法については、1-28
ページの「STATISTICS」を参照してください。

– インポート・ユーティリティでのこのパラメータの使用方法については、2-29 ペー
ジの「STATISTICS」を参照してください。

– 2-70 ページの「統計情報のインポート」を参照してください。

� 新しいパラメータ RESUMABLE、RESUMABLE_NAME、RESUMABLE_TIMEOUT、
FLASHBACK_SCNおよび FLASHBACK_TIMEの追加。詳細は、1-14 ページの「エクス
ポート・パラメータ」および 2-15 ページの「インポート・パラメータ」を参照してくだ
さい。

� エクスポート・モードによる、表領域内のすべての表のダンプ。詳細は、1-31 ページの
「TABLESPACES」を参照してください。
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� エクスポート中の表名のパターン一致。詳細は、1-29 ページの「TABLES」を参照して
ください。

� インポート中の表名のパターン一致。詳細は、2-30 ページの「TABLES」を参照してく
ださい。

� インポート時のキャラクタ・セット変換の削減。詳細は、2-57 ページの「キャラクタ・
セット変換」を参照してください。

SQL*Loader ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

次に、SQL*Loader の新機能および拡張機能を示します。

� プラットフォーム間で整数データ型およびZONED型/PACKED型の 10進データ型を正
常にロード可能。SQL*Loader を使用して、次のことが実行可能です。

– バイト順序がターゲット・プラットフォームとは異なるプラットフォームで作成さ
れた 2 進整数データのロード

– バイト順序がターゲット・プラットフォームとは異なるプラットフォームで作成さ
れたバイナリ浮動小数点データのロード（ソース・システムおよびターゲット・シ
ステムで使用されている浮動小数点形式が同じ場合）

– バイト単位での 2 進整数のサイズ指定、およびターゲット・プラットフォーム固有
の整数サイズに依存しないロード

– 整数値の符号付きまたは符号なしの指定

– IBM 形式でエンコードされた EBCDIC ベースの ZONED 型 10 進データまたは
PACKED 型 10 進データの指定

これらの拡張機能の詳細は、次の項を参照してください。

� 6-8 ページの「INTEGER(n)」

� 6-11 ページの「DECIMAL」

� 6-10 ページの「ZONED」

� 6-35 ページの「異なるプラットフォーム間でのデータのロード」

� XML列のロードのサポート。詳細は、7-18 ページの「LOB のロード」を参照してくださ
い。

� サブタイプを持つオブジェクト表のロードのサポート。詳細は、7-14 ページの「サブタ
イプを使用したオブジェクト表のロード」を参照してください。

� 導出サブタイプを持つ列オブジェクトのロードのサポート。詳細は、7-5 ページの「導
出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード」を参照してください。

� SQL*Loader での Unicode のサポート。このサポートで次のことが実行可能です。

– SQL*Loader データ・ファイルでの UTF16 キャラクタ・セットの使用
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– SQL*Loader 制御ファイルでの文字長セマンティクスのサポート

– SQL*Loader を使用した、NCHAR、NVARCHAR2および NCLOBデータ型の列への
データのロード（各国語キャラクタ・セットが AL16UTF16 の場合）

– SQL*Loader データ・ファイルに対するバイト順序（ビッグ・エンディアンまたは
リトル・エンディアン）の指定

� ANSI SQL 規格ドキュメントでの指定に対応した日時データ型および期間データ型のサ
ポート。このサポートで次のことが実行可能です。

– SQL*Loader の従来型パス・モードおよびダイレクト・パス・モードの両方に対す
る日時データ型および期間データ型のロード

– SQL*Loader クライアントとデータベース・サーバーとの間の日時データ型変換お
よび期間データ型変換の実行

– ダイレクト・パス API を使用した、日時データ型および期間データ型のロード

詳細は、6-15 ページの「日時データ型および期間データ型」を参照してください。

� 2 進整数 SMALLINTおよび INTEGER(n)に対して UNSIGNEDパラメータを指定可能。詳
細は、6-9 ページの「SMALLINT」および 6-8 ページの「INTEGER(n)」を参照してくだ
さい。

� INTEGERパラメータ（たとえば、INTEGER(n)）に長さ指定を適用可能。詳細は、6-8
ページの「INTEGER(n)」を参照してください。

� 可能な場合、列配列をストリーム・バッファに変換し、パラレルでストリーム・バッ
ファ・ロードを行うダイレクト・パス・ロードに対するマルチスレッド・ロード。詳細
は、9-23 ページの「複数 CPU システムのダイレクト・パス・ロードの 適化」を参照
してください。

� 新しい COLUMNARRAYROWSパラメータ（ダイレクト・パス・ロードでの列配列の行数に
対する値の指定に使用）および新しい STREAMSIZEパラメータ（ダイレクト・パス・
ストリーム・バッファのサイズの指定に使用）。詳細は、9-21 ページの「列配列の行数
およびストリーム・バッファ・サイズの指定」を参照してください。

� 再開可能な領域割当てを有効または無効にする RESUMABLE、RESUMABLE_NAMEおよび
RESUMABLE_TIMEOUTパラメータの追加。詳細は、4-4 ページの「コマンドライン・パ
ラメータ」を参照してください。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 5-16 ページの「異なる文字コード体系の処理」

� 6-7 ページの「SQL*Loader のデータ型」

� 6-36 ページの「バイト順序」
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外部表外部表外部表外部表
Oracle9i の外部表機能は、既存の SQL*Loader 機能を補足します。この機能によって、デー
タベースに表がある場合と同様に、外部ソースのデータにアクセスできます。

DBVERIFY ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

DBVERIFY ユーティリティには、検査のための表セグメントまたは索引セグメントを指定で
きる追加のコマンドライン・インタフェースがあります。検査中のセグメントに行連鎖ポイ
ンタがあることを確認します。詳細は、13-4 ページの「DBVERIFY を使用したセグメントの
検査」を参照してください。

Oracle8i ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能ユーティリティの新機能
この項で説明する Oracle8i の新機能を使用すると、データの転送、メンテナンスおよび管理
を 適化できます。この項で説明する機能は、リリース 8.1.5、リリース 8.1.6 およびリリー
ス 8.1.7 で追加された機能です。

エクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティ

追加または拡張されたエクスポート機能は、次のとおりです。

� サブパーティションのエクスポート。詳細は、1-13 ページの「表レベル・エクスポート
およびパーティション・レベル・エクスポート」を参照してください。

� エクスポート・コマンドに複数のダンプ・ファイルが指定可能。パラメータの詳細は、
1-22 ページの「FILE」および 1-22 ページの「FILESIZE」を参照してください。

� エクスポート・ユーティリティで表のアンロードに使用される SELECT文に対して、条
件式を指定可能。詳細は、1-26 ページの「QUERY」を参照してください。

� 各テープ・ボリュームのエクスポート・ファイルに指定できる 大バイト数が増加。詳
細は、1-33 ページの「VOLSIZE」を参照してください。

� LOBおよびオブジェクトを含む表のエクスポートが可能（コマンドラインでダイレク
ト・パスが指定されている場合を含む）。詳細は、1-53 ページの「ダイレクト・パス・
エクスポートの起動」を参照してください。

� インポート時にオプティマイザ統計情報を再計算するかわりに、計算済オプティマイザ
統計情報のエクスポートおよびインポートが可能（この機能は、特定のエクスポートお
よび特定の表に対してのみ使用可能）。詳細は、1-28 ページの「STATISTICS」を参照し
てください。

参照参照参照参照 : 次の章を参照してください。

� 第 11 章「外部表の概要」

� 第 12 章「外部表アクセス・パラメータ」
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� ドメイン索引の開発者は、ODCIIndex インタフェースで新しい ODCIIndexGetMetadata
方式を使用して、索引と対応付けられたアプリケーション固有のメタデータのエクス
ポートが可能。詳細は、『Oracle8i データ・カートリッジ開発者ガイド』を参照してく
ださい。

� トランスポータブル表領域のメタデータのエクスポート。詳細は、1-31 ページの
「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してください。

インポート・ユーティリティインポート・ユーティリティインポート・ユーティリティインポート・ユーティリティ

追加または拡張されたインポート機能は、次のとおりです。

� サブパーティションのインポート。詳細は、2-51 ページの「表レベル・インポートおよ
びパーティション・レベル・インポート」を参照してください。

� インポート・コマンドに複数のダンプ・ファイルが指定可能。パラメータの詳細は、
2-22 ページの「FILE」および 2-22 ページの「FILESIZE」を参照してください。

� インポート・パラメータ TOID_NOVALIDATEを使用して、オブジェクト型（通常、カー
トリッジのインストールによって作成された型）の妥当性チェックを省略可能。詳細
は、2-32 ページの「TOID_NOVALIDATE」を参照してください。

� 各テープ・ボリュームのエクスポート・ファイルに指定できる 大バイト数が増加。詳
細は、2-35 ページの「VOLSIZE」を参照してください。

� ファイングレイン・アクセス・コントロールに対するサポート。詳細は、2-58 ページの
「データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点」を参照してください。

� インポート時にオプティマイザ統計情報を再計算するかわりに、計算済オプティマイザ
統計情報のエクスポートおよびインポートが可能（この機能は、特定のエクスポートお
よび特定の表に対してのみ使用可能）。詳細は、2-29 ページの「STATISTICS」を参照し
てください。

� トランスポータブル表領域のメタデータのインポート。詳細は、2-34 ページの
「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してください。

SQL*Loader ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

追加または拡張された SQL*Loader 機能は、次のとおりです。

� CONTINUEIF THISおよび CONTINUEIF NEXTとともに使用する PRESERVEパラメー
タの追加。

PRESERVEパラメータを使用しない場合、継続フィールドは、論理レコードの作成時に
すべての物理レコードから削除されます。継続フィールドが読み込まれるまでは、デー
タは同じ論理レコードに連結します。

PRESERVEパラメータを使用した場合、継続フィールドは、論理レコードの作成時にも
すべての物理レコードに保持されます。
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詳細は、5-27 ページの「CONTINUEIF を使用した論理レコードの作成」を参照してく
ださい。

� 空白のみを含む DATEフィールドを NULLフィールドとしてロード可能。これによるエ
ラーは発生しません。詳細は、6-15 ページの「日時データ型および期間データ型」を参
照してください。

� リリース 8.1.5 での、特定 DDL 句の動作および制限事項の変更によるオブジェクトのサ
ポート。この機能の詳細は、第 7 章「オブジェクト、LOB およびコレクションのロー
ド」を参照してください。さらに、次の項の説明も参照してください。

– 6-6 ページの「FILLER フィールドの指定」

– 6-32 ページの「WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用」

– 6-48 ページの「フィールドへの SQL 演算子の適用」
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第第第第I部部部部

 エクスポートおよびインポートエクスポートおよびインポートエクスポートおよびインポートエクスポートおよびインポート

第 I 部では、Oracle のエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティに
ついて説明します。この部に含まれる章は次のとおりです。

第 1 章「エクスポート」

この章では、エクスポート・ユーティリティを使用して Oracle データベースから転送可能
なファイルへデータを書き込む方法を説明します。エクスポートの概要、エクスポート・
モード、対話方式とコマンドライン方式、パラメータの指定およびエクスポート・オブジェ
クトのサポートについて説明します。エクスポート・セッションの例も示します。

第 2 章「インポート」

この章では、インポート・ユーティリティを使用してエクスポート・ファイルのデータを
Oracle データベースへ読み込む方法を説明します。インポートの概要、対話方式とコマンド
ライン方式、パラメータの指定およびインポート・オブジェクトのサポートについて説明し
ます。インポート・セッションの例も示します。





エクスポ
1

エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート

この章では、エクスポート・ユーティリティを使用して Oracle データベースのデータをバ
イナリ形式でオペレーティング・システム・ファイルに書き込む方法について説明します。
書き込んだファイルは、データベース外に格納されるため、インポート・ユーティリティ

（第 2 章を参照）を使用して他の Oracle データベースに読み込むことができます。

この章の内容は、次のとおりです。

� エクスポート・ユーティリティとは

� エクスポート・ユーティリティを使用する前に

� エクスポート・ユーティリティの起動

� エクスポート・モード

� オンライン・ヘルプの利用

� エクスポート・パラメータ

� エクスポート・セッションの例

� 対話方式の使用

� 警告、エラーおよび完了メッセージ

� 終了コードによる結果の検査と表示

� 従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポート

� ダイレクト・パス・エクスポートの起動

� ネットワークに関する考慮点

� キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに関する考慮点

� インスタンス親和性とエクスポート

� データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点

� トランスポータブル表領域
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� 読込み専用データベースからのエクスポート

� エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用したデータ
ベース移行のパーティション化

� リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティの使用方法
1-2 Oracle9i データベース・ユーティリティ



エクスポート・ユーティリティとは
エクスポート・ユーティリティとはエクスポート・ユーティリティとはエクスポート・ユーティリティとはエクスポート・ユーティリティとは
エクスポート・ユーティリティを使用すると、異なるハードウェア構成およびソフトウェア
構成のプラットフォーム上にある Oracle データベース間で、データ・オブジェクトの転送
が簡単にできます。

Oracle データベースに対してエクスポートを実行すると、まずオブジェクト（表など）が抽
出され、次にそれに関連するオブジェクト（索引、コメント、権限など）が抽出されます。
抽出されたデータは、図 1-1 に示すとおり、エクスポート・ファイルに書き込まれます。

図図図図 1-1 データベースのエクスポートデータベースのエクスポートデータベースのエクスポートデータベースのエクスポート

エクスポート・ファイルは、通常、ディスクまたはテープにあるバイナリ形式の Oracle ダ
ンプ・ファイルです。ダンプ・ファイルは、FTP を使用して別サイトに転送、または物理的
に移送（テープの場合）できます。そのため、インポート・ユーティリティでエクスポー
ト・ファイルを使用することで、ネットワークで接続されていないシステム上のデータベー
ス間でデータを転送できます。また、標準のバックアップ手順以外のバックアップとしても
使用できます。

エクスポート・ダンプ・ファイルは、Oracle のインポート・ユーティリティを使用した場合
のみ読込みが可能です。ダンプ・ファイルの作成に使用したエクスポート・ユーティリティ
より下位のバージョンのインポート・ユーティリティは使用できません。

表1 表5表3

索引1 索引5表4

表2 表6索引4

データベース�

表1

表2

表3

表4

表5

表6

エクスポート・ファイル�

索引5

索引1

索引4
エクスポート 1-3



エクスポート・ユーティリティを使用する前に
また、実際にインポートを実行せずにエクスポート・ファイルの内容を表示することもでき
ます。この場合は、インポート・ユーティリティの SHOWパラメータを使用します。詳細
は、2-28 ページの「SHOW」を参照してください。

ASCII 固定形式ファイルまたは区切りファイルからデータをロードするには、SQL*Loader
ユーティリティを使用します。

エクスポート・ユーティリティを使用する前にエクスポート・ユーティリティを使用する前にエクスポート・ユーティリティを使用する前にエクスポート・ユーティリティを使用する前に
エクスポート・ユーティリティを使用する前に、次のことを行う必要があります。

� catexp.sqlまたは catalog.sqlスクリプトの実行

� エクスポート・ファイルの書込み先であるディスクまたはテープに十分な記憶域がある
ことの確認

� 必要なアクセス権限を所有していることの確認

catexp.sql またはまたはまたはまたは catalog.sql の実行の実行の実行の実行
エクスポート・ユーティリティを使用するには、データベースを作成した後で、スクリプト
catexp.sqlまたは（catexp.sqlを実行する）catalog.sqlを実行する必要がありま
す。

データベースに対して、catexp.sqlまたは catalog.sqlを実行するのは 1 回のみです。
エクスポート・ユーティリティの実行前に、これらのスクリプトを再実行する必要はありま
せん。スクリプトを実行すると、次の処理が行われ、データベースはエクスポートに備えて
調整されます。

参照参照参照参照 :

� 1-63 ページの「リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・
ユーティリティの使用方法」を参照してください。

� インポート・ユーティリティの詳細は、第 2 章を参照してください。

� SQL*Loader ユーティリティの詳細は、第 II 部を参照してください。

� エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを
使用した、オフライン・インスタンシエーションなどの Oracle 
Advanced Replication の機能については、『Oracle9i アドバンスト・
レプリケーション』を参照してください。

注意注意注意注意 : スクリプト・ファイルの実際の名前は、システムによって異なり
ます。スクリプトのファイル名およびそれらの実行方法については、ご使
用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してく
ださい。
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エクスポート・ユーティリティを使用する前に
� データ・ディレクトリへの必要なエクスポート・ビューの作成

� EXP_FULL_DATABASEロールの作成

� EXP_FULL_DATABASEロールへのすべての必要な権限の割当て

� DBAロールへの EXP_FULL_DATABASEの割当て

� インストールされている catexp.sqlのバージョンの記録

十分なディスク領域の確認十分なディスク領域の確認十分なディスク領域の確認十分なディスク領域の確認
エクスポートを実行する前に、エクスポート・ファイルの書込み先であるディスク上または
テープ上に、十分な記憶領域があることを確認してください。十分な領域がない場合は、書
込み失敗というエラーでエクスポートの処理が中止されます。

表サイズを使用して、必要な 大容量を見積もることができます。表サイズは、Oracle デー
タ・ディクショナリの USER_SEGMENTSビューで参照できます。次の問合せを行うと、すべ
ての表に関するディスクの使用状況が表示されます。

SELECT SUM(BYTES) FROM USER_SEGMENTS WHERE SEGMENT_TYPE='TABLE';

問合せの結果には、LOB（ラージ・オブジェクト）列、VARRAY列またはパーティション表
に格納されているデータに使用されているディスク領域は含まれません。

 

アクセス権限の確認アクセス権限の確認アクセス権限の確認アクセス権限の確認
エクスポート・ユーティリティを使用するには、Oracle データベースに対する CREATE 
SESSION権限が必要です。別のユーザーが所有する表をエクスポートする場合は、
EXP_FULL_DATABASEロールを使用可能にしておく必要があります。このロールは、すべ
ての DBA に付与されています。

EXP_FULL_DATABASEロールに含まれるシステム権限がない場合、別のユーザーのスキー
マに格納されているオブジェクトをエクスポートすることはできません。シノニムを作成し
ても、別のユーザーのスキーマの表はエクスポートできません。

次のスキーマ名は予約済のため、エクスポートでは処理されません。

� ORDSYS

� MDSYS

� CTXSYS

� ORDPLUGINS

� LBACSYS

参照参照参照参照 : ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle9i データベース・リ
ファレンス』を参照してください。
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エクスポート・ユーティリティの起動
エクスポート・ユーティリティの起動エクスポート・ユーティリティの起動エクスポート・ユーティリティの起動エクスポート・ユーティリティの起動
次のいずれかの方法を使用して、エクスポート・ユーティリティの起動およびパラメータの
指定ができます。

� コマンドライン

� 対話方式のエクスポート・プロンプト

� パラメータ・ファイル

これらのいずれかの方法でエクスポート・ユーティリティを起動する前に、使用可能なパラ
メータについての説明を必ず読んでください。詳細は、1-14 ページの「エクスポート・パラ
メータ」を参照してください。

コマンドラインコマンドラインコマンドラインコマンドライン
次の構文を使用して、すべての有効なパラメータおよびその値をコマンドラインから指定で
きます。

exp username/password PARAMETER=value

または

exp username/password PARAMETER=(value1,value2,...,valuen)

システムでのコマンドラインの 大長を超える数のパラメータは指定できません。

対話方式のエクスポート・プロンプト対話方式のエクスポート・プロンプト対話方式のエクスポート・プロンプト対話方式のエクスポート・プロンプト
エクスポート・ユーティリティのプロンプトで各パラメータ値を入力する場合は、次の構文
を使用して対話方式モードでエクスポート・ユーティリティを起動します。

exp username/password

一般的に使用される、値の入力が必要なパラメータがエクスポート・ユーティリティによっ
て表示されます。この方法には下位互換性がありますが、他の方法よりも機能的に劣るため
お薦めしません。詳細は、1-44 ページの「対話方式の使用」を参照してください。

パラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイル
パラメータ・ファイルに、すべての有効なパラメータおよびその値を指定できます。パラ
メータを 1 つのファイルに格納することによって、パラメータを簡単に変更または再利用で
きるため、エクスポート・ユーティリティの起動方法としてパラメータを 1 つのファイルに
格納することをお薦めします。データベースごとに別のパラメータを使用する場合は、複数
のパラメータ・ファイルを作成できます。
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エクスポート・ユーティリティの起動
フラット・ファイル用のテキスト・エディタを使用してパラメータ・ファイルを作成しま
す。コマンドライン・オプション PARFILE=filenameを指定すると、エクスポート・ユー
ティリティは、コマンドラインからではなく指定されたファイルからパラメータを読み込み
ます。次に例を示します。

exp PARFILE=filename
exp username/password PARFILE=filename

初の例では、コマンドラインで username/passwordを指定しないで、パラメータ・
ファイルで指定する方法が示されています。ただし、セキュリティ上の理由から、この方法
はお薦めしません。

パラメータ・ファイルは、次のいずれかの構文を使用して指定します。

PARAMETER=value
PARAMETER=(value)
PARAMETER=(value1, value2, ...)

次に、パラメータ・ファイル内のリストの一部を示します。

FULL=y
FILE=dba.imp
GRANTS=y
INDEXES=y
CONSISTENT=y

シャープ（#）記号を使用すると、パラメータ・ファイルにコメントを追加できます。
シャープ（#）の右側にある文字はすべて無視されます。

コマンドラインでのパラメータの入力と同時にパラメータ・ファイルを指定できます。実
際、パラメータ・ファイルとコマンドラインの両方に同じパラメータを指定することもでき
ます。コマンドラインでの PARFILEパラメータと他のパラメータの位置によって、優先さ
れるパラメータが決まります。たとえば、パラメータ・ファイル params.datでパラメー
タ INDEXES=yを指定し、エクスポート・ユーティリティを次のコマンドで起動するとしま
す。

exp username/password PARFILE=params.dat INDEXES=n

この場合、INDEXES=nは PARFILE=params.datの後にあるので、パラメータ・ファイル
に指定されている INDEXESパラメータの値は、INDEXES=nによって上書きされます。

注意注意注意注意 : パラメータ・ファイルの 大サイズは、オペレーティング・シス
テムによって制限されます。また、パラメータ・ファイル名はオペレー
ティング・システムのネーミング規則に従います。詳細は、ご使用のオペ
レーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。
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エクスポート・ユーティリティの起動
SYSDBA でのエクスポート・ユーティリティの起動でのエクスポート・ユーティリティの起動でのエクスポート・ユーティリティの起動でのエクスポート・ユーティリティの起動
SYSDBAは内部的に使用され、一般ユーザーとは異なる特別な機能を持ちます。そのため、
通常、次の場合以外は、エクスポート・ユーティリティを SYSDBAで起動する必要はありま
せん。

� オラクル社カスタマ・サポート・センターから要求された場合

� トランスポータブル表領域を使用している場合（1-61 ページの「トランスポータブル表
領域」を参照）

SYSDBAでエクスポート・ユーティリティを起動するには、必要なパラメータまたはパラ
メータ・ファイル名を追加して次の構文を使用します。

exp \'username/password AS SYSDBA\'

オプションで、インスタンス名の指定もできます。

exp \'username/password@instance AS SYSDBA\' 

ユーザー名またはパスワードを指定しないと、入力するように要求されます。

この例では、接続文字列全体が一重引用符およびバックスラッシュで囲まれています。これ
は、文字列 AS SYSDBAに空白が含まれるため、ほとんどのオペレーティング・システム
で、文字列全体を一重引用符で囲むか、なんらかの方法でリテラルとしてマークする必要が
あるためです。オペレーティング・システムによっては、コマンドラインの一重引用符自体
をエスケープする必要がある場合もあります。この例では、バックスラッシュがエスケープ
文字として使用されます。バックスラッシュがない場合、エクスポート・ユーティリティで
使用されるコマンドライン解析機能での一重引用符として認識されるため、一重引用符はエ
クスポート・ユーティリティを起動する前に削除されてしまいます。

システムの特殊文字および予約文字の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム固有の
Oracle マニュアルを参照してください。

エクスポート・ユーティリティで対話方式モードを使用する場合の詳細は、1-44 ページの
「対話方式の使用」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� エクスポート・パラメータの詳細は、1-14 ページの「エクスポート・
パラメータ」を参照してください。

� リモートのデータベースからのエクスポートの指定方法の詳細は、
1-54 ページの「Oracle Net でのエクスポートおよびインポート」を参
照してください。
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エクスポート・モード
エクスポート・モードエクスポート・モードエクスポート・モードエクスポート・モード
エクスポート・ユーティリティには、次の 4 種類のモードがあります。

� 全データベース・モード

� ユーザー（所有者）・モード

� 表モード

� トランスポータブル表領域モード

表モードとユーザー・モードは、すべてのユーザーが使用できます。EXP_FULL_DATABASE
ロールを持つユーザー（特権ユーザー）は、すべてのモードでエクスポートできます。表
1-1 に、各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクトを示します。1-13
ページの「処理上の制限事項」も参照してください。

これらのモードのいずれかを指定するには、エクスポート・ユーティリティの起動時に、適
切なパラメータ（FULL、OWNER、TABLESまたは TABLESPACES）を使用します。これらの
各パラメータに対する構文の詳細は、1-14 ページの「エクスポート・パラメータ」を参照し
てください。

従来型パス・エクスポートまたはダイレクト・パス・エクスポートは、 初の 3 つのモード
で使用できます。従来型パス・エクスポートとダイレクト・パス・エクスポートの違いは、
1-51 ページの「従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポート」を参照
してください。

 

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� トランスポータブル表領域の機能の詳細は、『Oracle9i データベース概
要』を参照してください。

表表表表 1-1 各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 表モード表モード表モード表モード ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・
モードモードモードモード

全データベー全データベー全データベー全データベー
ス・モードス・モードス・モードス・モード

トランスポータトランスポータトランスポータトランスポータ
ブル表領域ブル表領域ブル表領域ブル表領域
モードモードモードモード

分析クラスタ No Yes Yes No

分析表 / 統計 Yes Yes Yes Yes

アプリケーション・
コンテキスト

No No Yes No

監査情報 Yes Yes Yes No

B ツリー索引、ビット

マップ索引、ドメイン・
ファンクション索引

Yes1 Yes1 Yes Yes
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エクスポート・モード
クラスタ定義 No Yes Yes Yes

列コメントおよび表コメ
ント

Yes Yes Yes Yes

データベース・リンク No Yes Yes No

デフォルト・ロール No No Yes No

ディメンション No Yes Yes No

ディレクトリ別名 No No Yes No

外部表（データなし） Yes Yes Yes No

外部関数ライブラリ No Yes Yes No

表の所有者以外のユー
ザーが所有する索引

Yes（特権ユー

ザーのみ）

Yes Yes Yes

索引タイプ No Yes Yes No

Java リソースおよび

Java クラス

No Yes Yes No

ジョブ・キュー No Yes Yes No

ネストした表のデータ Yes Yes Yes Yes

オブジェクト権限 Yes（表および

索引のみ）

Yes Yes Yes

表で使用されるオブジェ
クト型定義

Yes Yes  Yes Yes

オブジェクト型 No Yes Yes No

演算子 No Yes Yes No

パスワード履歴 No No  Yes No

インスタンスの事後処理
およびオブジェクト

No No  Yes No

スキーマの事後プロシー
ジャ処理およびオブジェ
クト

No Yes Yes No

表の事後処理 Yes Yes Yes Yes

表表表表 1-1 各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト（続き）（続き）（続き）（続き）

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 表モード表モード表モード表モード ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・
モードモードモードモード

全データベー全データベー全データベー全データベー
ス・モードス・モードス・モードス・モード

トランスポータトランスポータトランスポータトランスポータ
ブル表領域ブル表領域ブル表領域ブル表領域
モードモードモードモード
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エクスポート・モード
表の事後プロシージャ処
理およびオブジェクト

Yes Yes Yes Yes

スキーマの事前プロシー
ジャ・オブジェクトおよ
び処理

No Yes Yes No

表の事前処理 Yes Yes Yes Yes

表の事前プロシージャ処
理

Yes Yes Yes Yes

プライベート・シノニム No Yes Yes No

プロシージャ・オブジェ
クト

No Yes Yes No

プロファイル No No Yes No

パブリック・シノニム No No Yes No

参照整合性制約 Yes Yes Yes No

リフレッシュ・グループ No Yes Yes No

リソース・コスト No No Yes No

ロール権限 No No Yes No

ロール No No Yes No

ロールバック・セグメン
ト定義

No  No Yes No

表のセキュリティ・ポリ
シー

Yes Yes Yes Yes

順序番号 No Yes Yes No

スナップショット・ログ No Yes Yes No

スナップショットおよび
マテリアライズド・
ビュー

No Yes Yes No

システム権限 No No Yes No

表制約（主キー制約、一
意制約、CHECK 制約）

Yes Yes Yes Yes

表データ Yes  Yes Yes No

表表表表 1-1 各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト（続き）（続き）（続き）（続き）

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 表モード表モード表モード表モード ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・
モードモードモードモード

全データベー全データベー全データベー全データベー
ス・モードス・モードス・モードス・モード

トランスポータトランスポータトランスポータトランスポータ
ブル表領域ブル表領域ブル表領域ブル表領域
モードモードモードモード
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エクスポート・モード
表定義 Yes Yes Yes Yes

表領域定義 No No Yes No

表領域割当て制限 No No Yes No

トリガー Yes Yes2 Yes3 Yes

他のユーザーが所有する
トリガー

Yes（特権ユー

ザーのみ）

No No No

ユーザー定義 No No Yes No

ユーザー・プロキシ No No Yes No

ユーザー・ビュー No Yes Yes No

ユーザー・ストアド・プ
ロシージャ、ユーザー・
ストアド・パッケージお
よびユーザー・ストア
ド・ファンクション

No Yes Yes No

1 非特権ユーザーがエクスポートおよびインポートできるのは、そのユーザー自身が所有する表に関す
る索引のみです。 他のユーザーが所有する表に関する索引や、ユーザー自身が所有する表に関して他
のユーザーが作成した索引はエクスポートできません。 特権ユーザーは、エクスポートおよびイン
ポート対象に指定したユーザーの表に関する索引が、表の所有者以外のユーザーが作成したもので
あっても、その索引をエクスポートおよびインポートできます。 指定したユーザーが他のユーザーの
表に関する索引を所有しているときは、エクスポートするユーザーのリストに表の所有者であるユー
ザーを指定しないかぎり、その索引はエクスポートされません。

2 特権ユーザーも非特権ユーザーも、そのユーザー自身が所有するすべてのトリガーを（他のユーザー
が所有する表に関するトリガーの場合でも）、エクスポートおよびインポートできます。

3 全エクスポートでは、スキーマ SYS が所有するトリガーはエクスポートされません。 SYS トリガーは、
全インポートの前後のいずれかに手動で再作成する必要があります。 SYS トリガーによってインポー
トの進行を妨げるような処理が定義されないように、SYS トリガーはインポートの後に再作成するこ
とをお薦めします。

表表表表 1-1 各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト各モードでエクスポートおよびインポートされるオブジェクト（続き）（続き）（続き）（続き）

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 表モード表モード表モード表モード ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・
モードモードモードモード

全データベー全データベー全データベー全データベー
ス・モードス・モードス・モードス・モード

トランスポータトランスポータトランスポータトランスポータ
ブル表領域ブル表領域ブル表領域ブル表領域
モードモードモードモード
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エクスポート・モード
表レベル・エクスポートおよびパーティション・レベル・エクスポート表レベル・エクスポートおよびパーティション・レベル・エクスポート表レベル・エクスポートおよびパーティション・レベル・エクスポート表レベル・エクスポートおよびパーティション・レベル・エクスポート
表、パーティションおよびサブパーティションのエクスポートは、次のように実行できま
す。

� 表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート : 指定された表のすべてのデータをエクスポートします。

� パーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポート : 指定されたソース・パーティションまたはサ
ブパーティションのデータのみをエクスポートします。

どのモードの場合も、パーティション・データは、インポート時にパーティション単位また
はサブパーティション単位で選択できる形式でエクスポートされます。

表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート表レベル・エクスポート
表レベル・エクスポートでは、パーティション表または非パーティション表は、索引および
その他の表に依存するオブジェクトとともに全体的にエクスポートされます。パーティショ
ン表の場合は、すべてのパーティションおよびサブパーティションもエクスポートされま
す。ダイレクト・パス・エクスポートおよび従来型パス・エクスポートの両方とも、この点
は同じです。表レベル・エクスポートは、いずれのエクスポート・モードでも実行できま
す。

パーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポートパーティション・レベル・エクスポート
パーティション・レベル・エクスポートでは、表の 1 つ以上のパーティションまたはサブ
パーティションを指定してエクスポートできます。パーティション・レベル・エクスポート
は、表モードでのみ実行できます。

表レベル・エクスポートおよびパーティション・レベル・エクスポートの指定方法の詳細
は、1-29 ページの「TABLES」を参照してください。

処理上の制限事項処理上の制限事項処理上の制限事項処理上の制限事項
エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用してデータを処理
する場合、次の制限が適用されます。

� Enterprise JavaBeans（EJB）を使用して作成された Java クラス、リソースおよびプロ
シージャは、エクスポート・ファイルには書き込まれません。

� RELYキーワードを使用して変更された制約は、エクスポートされると RELY属性が失わ
れます。

� 型定義が進化し、その進化した型を参照するデータがエクスポートされた場合、イン
ポート・システムの型定義も同様に進化させる必要があります。
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オンライン・ヘルプの利用
オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用
エクスポート・ユーティリティには、オンライン・ヘルプが用意されています。ヘルプを起
動するには、コマンドラインで exp help=yを入力します。

エクスポート・パラメータエクスポート・パラメータエクスポート・パラメータエクスポート・パラメータ
パラメータ・ファイルまたはコマンドラインで指定できるパラメータの構文を次の図に示し
ます。図の後に、各パラメータについて説明します。

Export_start

ExpModes

exp

HELP = Y

username / password
@ connect_string AS SYSDBA

ExpModes ExpOpts

FULL = Y

OWNER = ( username

,

)

TABLES = (
schemaname .

tablename
: partition_name

,

)

TABLESPACES = ( tablespace_name

,

) ExpTSOpts
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エクスポート・パラメータ
ExpTSOpts（（（（tablespaces_spec））））

TRANSPORT_TABLESPACE = N

TTS_FULL_CHECK =
Y

N
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エクスポート・パラメータ
ExpOpts

ExpFileOpts

LOG = filename

COMPRESS =
Y

N

ROWS =
Y

N

QUERY = SQL_string

DIRECT =
Y

N

FEEDBACK = integer

STATISTICS =

COMPUTE

ESTIMATE

NONE

INDEXES =
Y

N

CONSTRAINTS =
Y

N

GRANTS =
Y

N

TRIGGERS =
Y

N

,
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エクスポート・パラメータ
ExpOpts_continued

ExpFileOpts

CONSISTENT =
Y

N

OBJECT_CONSISTENT =
Y

N

FLASHBACK_SCN = SCN_number

FLASHBACK_TIME = DATE

BUFFER = integer

RESUMABLE =
Y

N

RESUMABLE_NAME = resumable_string

RESUMABLE_TIMEOUT = integer

,

PARFILE = filename

FILE = filename

FILESIZE = number_of_bytes

VOLSIZE = number_of_bytes

LOG = filename

RECORDLENGTH = integer
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エクスポート・パラメータ
BUFFER
デフォルト : オペレーティング・システムによって異なります。このパラメータのデフォル
ト値については、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照し
てください。

行のフェッチに使用されるバッファのサイズをバイト単位で指定します。これにより、エク
スポート・ユーティリティによってフェッチされる配列内の 大行数が決まります。バッ
ファ・サイズの計算には、次の計算式を使用してください。

buffer_size = rows_in_array * maximum_row_size

0（ゼロ）を指定すると、1 回に 1 行のみフェッチされます。

LONG、LOB、BFILE、REF、ROWID、LOGICAL ROWIDまたは DATE型の列が含まれる表は、
1 回に 1 行ずつフェッチされます。

例例例例 : バッファ・サイズの計算バッファ・サイズの計算バッファ・サイズの計算バッファ・サイズの計算
ここでは、バッファ・サイズの計算方法の例を示します。

次の表を作成します。

CREATE TABLE sample (name varchar(30), weight number);

name列の 大サイズは 30 で、インジケータ用に 2 バイトをプラスします。weight列の
大サイズは 22（Oracle の NUMBER データ型の内部表現のサイズ）で、インジケータ用に 2
バイトをプラスします。

したがって、行の 大サイズは 56（30+2+22+2）になります。

100 行単位で配列の操作を実行するには、バッファ・サイズを 5600 に指定する必要がありま
す。

COMPRESS
デフォルト : y

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティによる、表データの初期
エクステントの管理方法を指定します。

デフォルトの COMPRESS=yを指定すると、インポート時に表データを 1 つの初期エクステ
ントに整理統合するためのフラグが付きます。エクステント・サイズが大きい場合（たとえ

注意注意注意注意 : BUFFERパラメータを使用できるのは、従来型パス・エクスポー
トの場合のみです。ダイレクト・パス・エクスポートの場合は、このパラ
メータの指定による影響はありません。
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エクスポート・パラメータ
ば、PCTINCREASEパラメータが指定されている場合）、データの格納に必要以上の領域が
割り当てられます。

COMPRESS=nを指定すると、エクスポート・ユーティリティは、初期エクステントのサイズ
および第 2 エクステントのサイズが指定されている現行の記憶域パラメータを使用します。
パラメータの値は、CREATE TABLE文または ALTER TABLE文で指定された値、あるいは
データベース・システムによって変更された値になります。たとえば、表が大きくなった場
合、および PCTINCREASEパラメータに 0（ゼロ）以外の値が指定されている場合は、第 2
エクステントのサイズが変更されることがあります。

CONSISTENT
デフォルト : n

エクスポート・ユーティリティによって読み込まれたデータのある時点における一貫性を維
持し、expコマンドの実行中に変更されないようにするために、SET TRANSACTION READ 
ONLY文を使用するかどうかを指定します。エクスポート開始後に、他のアプリケーション
によってそのデータベースが更新されることがわかっている場合は、CONSISTENT=yを指
定してください。

CONSISTENT=nを使用すると、通常、各表は 1 つのトランザクションでエクスポートされ
ます。ただし、表の内部にネストした表がある場合は、外部表および各内部表は別のトラン
ザクションでエクスポートされます。パーティション表の場合は、パーティションごとに別
のトランザクションでエクスポートされます。

したがって、ネストした表やパーティション表が別のアプリケーションによって更新中の場
合、エクスポートされるデータが一貫性を維持できないことがあります。このような危険性
をできるだけ低くするために、これらの表のエクスポートは、更新中でないときに実行して
ください。

表 1-2 に、2 人のユーザーによるイベントの順序を示します。user1が表のパーティション
をエクスポートし、user2が同じ表のデータを更新するとします。

注意注意注意注意 : 実際に整理統合が実行されるのはインポート時ですが、
COMPRESSパラメータを指定できるのはインポート時ではなくエクスポー
ト時のみです。記憶域パラメータなどのデータ定義は、インポート・ユー
ティリティではなく、エクスポート・ユーティリティによって生成される
ためです。したがって、エクスポート時に COMPRESS=yを指定した場合、
そのデータは整理統合形式でのみインポートできます。

注意注意注意注意 : LOB データは圧縮されません。LOB データに関しては、エクス
ポート時の初期エクステントのサイズおよび第 2 エクステントのサイズの
値が使用されます。
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エクスポートで CONSISTENT=yを指定すると、user2によって実行された更新はエクス
ポート・ファイルには書き込まれません。

エクスポートで CONSISTENT=nを指定すると、TAB:P1 に対する更新はエクスポート・ファ
イルには書き込まれません。ただし、TAB:P2 に対する更新は TAB:P2 のエクスポート開始前
にコミットされているため、更新がエクスポート・ファイルに書き込まれます。その結果、
user2のトランザクションは部分的にのみエクスポート・ファイルに書き込まれるため、エ
クスポート・ファイルではデータの一貫性を維持できません。

CONSISTENT=yを指定しているときに更新量が多いと、ロールバック・セグメントの使用
量が大きくなります。また、ロールバック・セグメントをスキャンしてコミットされていな
いトランザクションを探すため、各表のエクスポートにかかる時間が長くなります。

CONSISTENT=yを指定する場合は、次のことに注意してください。

� ユーザー SYSとして接続しているとき、または AS SYSDBAを使用しているとき（ある
いはその両方）に実行するエクスポートでは、CONSISTENT=yはサポートされません。

� メタデータのエクスポートには、再帰的 SQL 内の SYSスキーマを使用する必要がありま
す。この場合、CONSISTENT=yを指定しても無視されます。CONSISTENT=yを選択し
たエクスポートの処理中は、メタデータを変更しないことをお薦めします。

� エクスポートに必要な時間および領域を 小にするには、一貫性が要求される表をまと
めてエクスポートし、残りの表は別途エクスポートします。

たとえば、CONSISTENT=y を指定して emp表および dept表をまとめてエクスポート
した後、残りの表をエクスポートします。

� 「スナップショットが古すぎます」というエラーは、ロールバック領域を使い果たし、
コミットされたトランザクションの領域が新しいトランザクションのために再利用され
たときに発生します。ロールバック・セグメント領域を再利用することによって、 小
の領域でデータベースの整合性を維持できますが、読込み一貫性のためのイメージを維
持する時間が制限されます。

表表表表 1-2 2 人のユーザーによる更新時のイベントの順序人のユーザーによる更新時のイベントの順序人のユーザーによる更新時のイベントの順序人のユーザーによる更新時のイベントの順序

時系列時系列時系列時系列 user1 user2

1 TAB:P1 のエクスポートを開始 アクティビティなし

2 アクティビティなし TAB:P2 を更新

TAB:P1 を更新

トランザクションをコミット

3 TAB:P1 のエクスポートを終了 アクティビティなし

4 TAB:P2 をエクスポート アクティビティなし
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コミットされたトランザクションが上書きされた後で、データベースの読込み一貫性
ビューを維持するために、上書きによって消去された情報が必要になった場合、「ス
ナップショットが古すぎます」というエラーが発生します。

このエラーを回避するには、読込み一貫性エクスポートにかかる時間をできるだけ短く
します（エクスポートするオブジェクト数を制限し、可能な場合はデータベースのトラ
ンザクション率を低くします）。また、ロールバック・セグメントをできるだけ大きく
設定しておきます。

CONSTRAINTS
デフォルト : y

表制約をエクスポートするかどうかを指定します。

DIRECT
デフォルト : n

ダイレクト・パス・エクスポートと従来型パス・エクスポートのどちらを使用するかを指定
します。

DIRECT=yを指定すると、エクスポート・ユーティリティが、（バッファを調べ）SQL コマ
ンド処理レイヤーをバイパスしてデータを直接読み込み、データを抽出します。この方法
は、従来型パス・エクスポートに比べて非常に高速です。

セキュリティおよびパフォーマンスに関する考慮点を含むダイレクト・パス・エクスポート
の詳細は、1-53 ページの「ダイレクト・パス・エクスポートの起動」を参照してください。

FEEDBACK
デフォルト : 0（ゼロ）

n行分のエクスポートを 1 つのピリオドで示すプログレス・バーの表示を指定します。たと
えば、FEEDBACK=10を指定すると、10 行分のエクスポートが終了するたびにピリオドが 1
つ表示されます。FEEDBACK値は、エクスポートされるすべての表に適用されるため、表単
位では設定できません。

参照参照参照参照 : 1-25 ページの「OBJECT_CONSISTENT」を参照してください。
エクスポート 1-21



エクスポート・パラメータ
FILE
デフォルト : expdat.dmp

エクスポート・ファイル名を指定します。デフォルトの拡張子は .dmpですが、別の拡張子
を指定できます。エクスポート・ユーティリティは、複数ファイルのエクスポートをサポー
トしているため（1-22 ページの「FILESIZE」パラメータを参照）、複数のファイル名を指定
できます。次に例を示します。

exp scott/tiger FILE = dat1.dmp, dat2.dmp, dat3.dmp FILESIZE=2048

FILESIZEに指定した 大値までエクスポートが実行されると、現行のファイルへの書込み
は中止され、FILEパラメータで次のファイル名として指定した名前のエクスポート・ファ
イルがオープンされます。エクスポートが完了するまで、または FILESIZEの 大値に再度
到達するまでエクスポートが続行されます。指定したエクスポート・ファイル名が十分でな
いためにエクスポートを完了できない場合は、ファイル名を追加するためのプロンプトが表
示されます。

FILESIZE
デフォルト : データは、表 1-3 に示す 大サイズに到達するまで、1 つのファイルに書き込ま
れます。

エクスポート・ユーティリティでは複数のエクスポート・ファイルへの書込みがサポートさ
れており、インポート・ユーティリティでは複数のエクスポート・ファイルからの読込みが
可能です。FILESIZEパラメータの値（バイト制限）を指定すると、エクスポート・ユー
ティリティによって、それぞれのダンプ・ファイルに指定したバイト数のみ書き込まれま
す。

エクスポートで書き込まれるデータの量が FILESIZEに指定した 大値を超えると、次のエ
クスポート・ファイルの名前が FILEパラメータで指定されるか（1-22 ページの「FILE」を
参照）、または FILEパラメータで指定したすべての名前が使用されている場合は、新しい
エクスポート・ファイル名を指定するためのプロンプトが表示されます。FILESIZEの値を
指定しない場合（0 の指定は、FILESIZEの指定なしを意味する）は、FILEパラメータで
指定したファイルの数にかかわらず、1 つのファイルのみに書き込まれます。

FILESIZEパラメータの 大値は、64 ビットで格納できる 大値と同じです。

表 1-3 に、ご使用のオペレーティング・システムおよび Oracle データベース・サーバーのリ
リースによって異なるダンプ・ファイルの 大サイズを示します。

注意注意注意注意 : エクスポート・ファイルの領域要件が使用可能なディスク領域を
超えている場合、エクスポートは異常終了するため、十分なディスク領域
を確保した後で再度エクスポートする必要があります。
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FILESIZEの値は、数字に KB（キロバイト数）を付けて指定できます。たとえば、
FILESIZE=2KBは、FILESIZE=2048と同じです。同様に、MB はメガバイト（1024 ×
1024）を、GB はギガバイト（1024 の 3 乗）を表します。B はバイトの省略です。この場合、
終的なファイルサイズの算出に乗算は不要です（FILESIZE=2048Bは、

FILESIZE=2048と同じです）。

FLASHBACK_SCN
デフォルト : なし

エクスポートで使用されるシステム変更番号（SCN）を指定して、フラッシュバックを使用
可能にします。エクスポート・オペレーションは、この指定された SCN におけるデータの
一貫性を維持したまま実行されます。

表表表表 1-3 ダンプ・ファイルの最大サイズダンプ・ファイルの最大サイズダンプ・ファイルの最大サイズダンプ・ファイルの最大サイズ

オペレーティング・システムオペレーティング・システムオペレーティング・システムオペレーティング・システム Oracle サーバーのリリースサーバーのリリースサーバーのリリースサーバーのリリース 最大サイズ最大サイズ最大サイズ最大サイズ

すべて 8.1.5 より前 2GB

32 ビット・システム 8.1.5 2GB

64 ビット・システム 8.1.5 以上 無制限

32 ビット・ファイルを扱う 32
ビット・システム

すべて 2GB

64 ビット・ファイルを扱う 32
ビット・システム

8.1.6 以上 無制限

注意注意注意注意 : ファイルに格納可能な 大値は、オペレーティング・システムに
よって異なります。この 大値については、FILESIZEを指定する前に、
ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルで確認し
てください。また、エクスポートで指定するファイル・サイズが、イン
ポートを実行するシステムでサポートされていることも確認してくださ
い。

参照参照参照参照 : フラッシュバックの使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーショ
ン開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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FLASHBACK_TIME
デフォルト : なし

時間を指定します。エクスポート・ユーティリティによって、指定された時間に一番近い
SCN が検索されます。この SCN を使用して、フラッシュバックを使用可能にします。エク
スポート・オペレーションは、この SCN におけるデータの一貫性を維持したまま実行され
ます。

FULL
デフォルト : n

エクスポートが、全データベース・モードのエクスポートであること（データベース全体の
エクスポート）を示します。全データベース・モードでエクスポートするには、FULL=yを
指定します。このモードでのエクスポートには、EXP_FULL_DATABASEロールが必要です。

GRANTS
デフォルト : y

オブジェクト権限をエクスポートするかどうかを指定します。エクスポートされるオブジェ
クト権限は、エクスポート・モードが全データベース・モードかユーザー・モードかによっ
て異なります。全データベース・モードでは、表に対するすべての権限がエクスポートされ
ます。一方、ユーザー・モードでは、表の所有者が付与した権限のみがエクスポートされま
す。システム権限は常にエクスポートされます。

HELP
デフォルト : なし

エクスポート・パラメータの説明を表示します。ヘルプを起動するには、コマンドラインで
exp help=yを入力します。

INDEXES
デフォルト : y

索引をエクスポートするかどうかを指定します。

参照参照参照参照 : フラッシュバックの使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーショ
ン開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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LOG
デフォルト : なし

情報メッセージおよびエラー・メッセージを受け取るファイル名を指定します。次に例を示
します。

exp SYSTEM/password LOG=export.log

このパラメータを指定すると、メッセージはログ・ファイルに記録されるとともに端末画面
に表示されます。

OBJECT_CONSISTENT
デフォルト : n

エクスポート・ユーティリティによって読み込まれたデータのある時点における一貫性を維
持し、エクスポート中に変更されないようにするために、SET TRANSACTION READ ONLY文
を使用するかどうかを指定します。OBJECT_CONSISTENTを yに設定した場合、オブジェ
クトがパーティション化されている場合でも、読込み専用トランザクションに各オブジェク
トをエクスポートできます。これに対し、CONSISTENTパラメータを使用する場合、読込み
専用トランザクションは 1 つのみです。

OWNER
デフォルト : なし

ユーザー・モード・エクスポートでエクスポートすることを示します。エクスポートの対象
となるオブジェクトを所有するユーザー名のリストを表示します。DBA ユーザーがエクス
ポートを起動している場合は、複数のユーザーがリストされる場合があります。

PARFILE
デフォルト : なし

エクスポート・パラメータのリストが格納されているファイルのファイル名を指定します。
パラメータ・ファイルの使用方法の詳細は、1-6 ページの「エクスポート・ユーティリティ
の起動」を参照してください。

参照参照参照参照 : 1-19 ページの「CONSISTENT」を参照してください。
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QUERY
デフォルト : なし

表モード・エクスポートの実行時に、一連の表から行のサブセットを選択できるようにしま
す。QUERY パラメータの値は、TABLEパラメータにリストされたすべての表（または表
パーティション）に適用される SQL の SELECT文の WHERE句を含む文字列です。

たとえば、ユーザー scottが、職種が SALESMANで、給与が 1600 より少ない従業員のみを
エクスポートする場合は、次のように指定します（この例は UNIX ベースの場合）。

exp scott/tiger TABLES=emp QUERY=\"WHERE job=\'SALESMAN\' and sal \<1600\"

この問合せの実行時、エクスポート・ユーティリティによって、次のように SQL の SELECT
文が構築されます。

SELECT * FROM emp WHERE job='SALESMAN' and sal <1600;

QUERYパラメータに指定された値は、TABLEパラメータでリストされたすべての表（また
は表パーティション）に適用されます。たとえば、次の文では、問合せと一致する empおよ
び bonusの両方の行がアンロードされます。

exp scott/tiger TABLES=emp,bonus QUERY=\"WHERE job=\'SALESMAN\' and sal\<1600\"
 
また、エクスポート・ユーティリティによって次の SQL 文が実行されます。

SELECT * FROM emp WHERE job='SALESMAN' and sal <1600;

SELECT * FROM bonus WHERE job='SALESMAN' and sal <1600;

QUERY句で指定された列が表にない場合は、エラー・メッセージが表示されて、行はエクス
ポートされません。

制限事項制限事項制限事項制限事項
� QUERYパラメータは、全データベース・モード、ユーザー・モードまたは表領域モード

のエクスポートでは指定できません。

� QUERYパラメータは、すべての指定した表に適用される必要があります。

注意注意注意注意 : QUERYパラメータの値には空白が含まれるため、ほとんどのオペ
レーティング・システムでは、すべての文字列 WHERE 
job=\'SALESMAN\'および sal\<1600を二重引用符で囲むか、なんら
かの方法でリテラルとしてマークする必要があります。オペレーティン
グ・システムの予約文字も、エスケープする必要があります。システムの
特殊文字および予約文字の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム
固有のドキュメントを参照してください。
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� QUERYパラメータは、ダイレクト・パス・エクスポート（DIRECT=y）では指定できま
せん。

� QUERYパラメータは、内部にネストした表を含む表では指定できません。

� データが QUERYエクスポートの結果かどうかを、エクスポート・ファイルの内容から判
断することはできません。

RECORDLENGTH
デフォルト : オペレーティング・システムによって異なります。

ファイル・レコードの長さをバイト単位で指定します。RECORDLENGTHパラメータは、異
なるデフォルト値を使用する別のオペレーティング・システムにエクスポート・ファイルを
転送する場合に指定する必要があります。

このパラメータを指定しない場合は、ご使用のプラットフォーム固有のバッファ・サイズの
デフォルト値が採用されます。バッファ・サイズのデフォルト値の詳細は、ご使用のオペ
レーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

RECORDLENGTHは、ご使用のシステムのバッファ・サイズの値以上の任意の値に設定でき
ます（ 大値は 64KB）。RECORDLENGTHパラメータの変更により影響を受けるのは、ディ
スクに書き出す前に累積されるデータのサイズのみです。オペレーティング・システム・
ファイルのブロック・サイズには影響しません。

適切な値の判断や他のレコード・サイズでのファイルの作成については、ご使用のオペレー
ティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

RESUMABLE
デフォルト : n

再開可能な領域割当てを有効または無効にできます。このパラメータはデフォルトでは無効
なため、関連する RESUMABLE_NAMEパラメータおよび RESUMABLE_TIMEOUTパラメータ
を使用するには、RESUMABLE=yに設定する必要があります。

注意注意注意注意 : このパラメータは、エクスポートの I/O バッファのサイズ指定に
使用できます。

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

� 再開可能な領域割当ての詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。
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RESUMABLE_NAME
デフォルト : 'User USERNAME (USERID), Session SESSIONID, Instance 
INSTANCEID'

再開可能な文を指定します。この値はユーザー定義のテキスト文字列で、
USER_RESUMABLEまたは DBA_RESUMABLEビューに挿入して、一時停止されている特定の
再開可能な文を識別できます。

RESUMABLEパラメータを yに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしていない場合、
このパラメータは無視されます。

RESUMABLE_TIMEOUT
デフォルト : 7200 秒（2 時間）

エラー修正に必要な時間を指定します。タイムアウト時間内にエラーを修正できない場合
は、文の実行が強制終了されます。

RESUMABLEパラメータを yに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしていない場合、
このパラメータは無視されます。

ROWS
デフォルト : y

表のデータ行をエクスポートするかどうかを指定します。

STATISTICS
デフォルト : ESTIMATE

エクスポートされたデータのインポート時に生成されるデータベース・オプティマイザ統計
のタイプを指定します。オプションは、ESTIMATE、COMPUTEおよび NONEです。インポー
ト・パラメータの詳細は、2-29 ページの「STATISTICS」および 2-70 ページの「統計情報の
インポート」を参照してください。

エクスポート・ユーティリティによって、ANALYZE文および計算済統計情報がエクスポー
ト・ファイルに書き込まれ、統計情報が再生成される場合もあります。

ただし、システムによって生成された名前を持つ列が表に含まれる場合、計算済オプティマ
イザ統計は、エクスポート時に使用されません。

次の場合は、エクスポート時に、計算済オプティマイザ統計に問題ありのフラグが付きま
す。

� エクスポート中に、行エラーが発生した場合

� クライアント・キャラクタ・セットまたは NCHARキャラクタ・セットが、サーバー・
キャラクタ・セットまたはサーバーの NCHARと一致しない場合
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� QUERY句を指定した場合

� 一部のパーティションまたはサブパーティションのみがエクスポートされる場合

TABLES
デフォルト : なし

表モード・エクスポートでエクスポートすることを指定します。エクスポートの対象となる
表名、パーティション名およびサブパーティション名をリストとして指定します。表名を指
定するときに、次の項目を指定できます。

� schemanameには、表またはパーティションのエクスポート元のユーザーのスキーマ名
を指定します。スキーマ名 ORDSYS、MDSYS、CTXSYSおよび ORDPLUGINSは、エクス
ポート・ユーティリティによって予約されています。

� tablenameには、エクスポートされる表名を指定します。表レベル・エクスポートで
は、パーティション表または非パーティション表全体をエクスポートできます。リスト
にパーティション表が含まれる場合、パーティション名を指定しないと、すべてのパー
ティションおよびサブパーティションがエクスポートされます。

表名は、任意の数の「%」パターン一致文字を含むことができます。各「%」パターン
一致文字は、データベースの表オブジェクトと表名の 0 個以上の文字を一致させます。
関連するスキーマにある、指定されたパターンと一致するすべての表は、それぞれの表
名がパラメータで明示的に指定された場合と同様に、選択されてエクスポートされま
す。

� partition_nameは、エクスポートがパーティション・レベル・エクスポートである
ことを示します。パーティション・レベル・エクスポートでは、1 つの表に含まれる 1
つ以上のパーティションまたはサブパーティションをエクスポートできます。

構文の形式は、次のとおりです。

schemaname.tablename:partition_name
schemaname.tablename:subpartition_name

tablename:partition_nameを使用する場合、指定された表はパーティション化される
必要があり、partition_nameはパーティションまたはサブパーティションのうちのいず
れかの名前である必要があります。指定された表がパーティション化されていない場合、
partition_nameは無視され、表全体がエクスポートされます。

注意注意注意注意 : ROWS=nを指定しても、計算済統計情報は、エクスポート・ファ
イルから削除されません。この機能により、本番データベースからの統計
情報を使用して、非本番データベース上で問合せの実行計画のチューニン
グを行うことができます。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース概要』を参照してください。
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パーティション・レベル・エクスポートの例は、1-41 ページの「パーティション・レベル・
エクスポートでのエクスポート・セッションの例」を参照してください。

表名の制限表名の制限表名の制限表名の制限
表名には次の制限があります。

� デフォルトでは、表名は大文字でデータベースに格納されます。表名が大文字と小文字
または小文字のみで表記され、大 / 小文字を区別する場合、名前を引用符で囲む必要が
あります。したがって、表名は、データベースに格納されている表名と完全に一致する
ように指定する必要があります。

ただし、オペレーティング・システムによっては、コマンドラインの引用符自体をエス
ケープする必要がある場合があります。次に、異なるエクスポート・モードで大 / 小文
字の区別を保持する方法を示します。

– コマンドライン・モード

TABLES='\"Emp\"'

– 対話方式モード

Table(T) to be exported: "Emp"

– パラメータ・ファイル・モード

TABLES='"Emp"'

� 表名を引用符で囲まないかぎり、コマンドラインで指定する表名にシャープ（#）記号
は使用できません。同様に、パラメータ・ファイルでは、表名が引用符で囲まれていな
いかぎり、表名にシャープ（#）記号を使用すると、シャープ（#）記号より右側の文字
はコメントとして解釈されます。

たとえば、パラメータ・ファイルに次のコマンドラインが記述されている場合、emp#
の右側はすべてコメントとして解釈されるため、表 deptおよび mydataはエクスポー
トされません。

TABLES=(emp#, dept, mydata)

ただし、次の例では、emp#が引用符で囲まれているため、3 つの表はすべてエクス
ポートされます。

注意注意注意注意 : UNIX など一部のオペレーティング・システムで、カッコなどの
特殊文字を使用する場合は、特殊文字として扱われないように、その文字
の前にエスケープ文字を使用する必要があります。UNIX では、次の例に
示すように、エスケープ文字としてバックスラッシュ（\）を使用します。

TABLES=\(emp,dept\)
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TABLES=("emp#", dept, mydata)

複数の schema.tablename:(sub)partition_name引数を指定する TABLESパラメータ
の場合、エクスポート・ユーティリティは、オブジェクトのリストを処理する前に複製を削
除します。

TABLESPACES
デフォルト : なし

表領域のすべての表がエクスポート・ダンプ・ファイルへエクスポートされるように指定し
ます。これには、表領域のリストに含まれるすべての表およびパーティションを持つすべて
の表が含まれます。索引は、格納されている場所にかかわらず、表とともにエクスポートさ
れます。

TABLESPACESを使用して表領域のすべての表をエクスポートするには、
EXP_FULL_DATABASEロールが必要です。

TABLESPACESを TRANSPORT_TABLESPACE=yと組み合せて使用すると、表領域の一部の
リストをデータベースからエクスポート・ファイルへエクスポートするように指定できま
す。

TRANSPORT_TABLESPACE
デフォルト : n

yを指定すると、トランスポータブル表領域のメタデータをエクスポートできるようになり
ます。

注意注意注意注意 : オペレーティング・システムによっては、一重引用符を使用する
必要がある場合と、二重引用符を使用する必要がある場合があります。ご
使用のオペレーティング・システム固有のドキュメントで確認してくださ
い。表のネーミング方法に制限があるオペレーティング・システムもあり
ます。

たとえば、UNIX の C シェルではドル記号（$）やシャープ（#）（または
その他の特殊文字）には特別な意味があります。これらの文字をシェルを
介してエクスポートするには、エスケープ文字を使用する必要がありま
す。
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TRIGGERS
デフォルト : y

トリガーをエクスポートするかどうかを指定します。

TTS_FULL_CHECK
デフォルト : FALSE

TRUEを設定すると、エクスポート・ユーティリティによって、リカバリ・セット（リカバ
リの対象となる表領域のセット）にリカバリ・セット外のオブジェクト（またはその逆）に
対する依存関係（特に IN ポインタ）がないことが確認されます。

USERID（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名 / パスワード）パスワード）パスワード）パスワード）
デフォルト : なし

エクスポートを実行するユーザーの username/password（およびオプションの接続文字
列）を指定します。パスワードを指定しないと、入力するように要求されます。

USERIDは、次のように指定できます。

username/password AS SYSDBA

または

username/password@instance AS SYSDBA

ユーザー SYSとして接続する場合は、接続文字列に AS SYSDBAも指定する必要がありま
す。オペレーティング・システムによっては、AS SYSDBAを特殊文字列とみなし、その文
字列全体を引用符で囲む必要があります。詳細は、1-8 ページの「SYSDBA でのエクスポー
ト・ユーティリティの起動」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 1-61 ページの「トランスポータブル表領域」を参照してください。

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� 『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity Administrator’s Guide』を参
照してください。

� Oracle Net に @connect_stringを指定する方法の詳細は、ご使用の
Oracle Net プロトコルのユーザーズ・ガイドを参照してください。
1-32 Oracle9i データベース・ユーティリティ



エクスポート・セッションの例
VOLSIZE
各テープ・ボリュームのエクスポート・ファイルに 大バイト数を指定します。

VOLSIZEパラメータの 大値は、64 ビットで格納できる 大値と同じです。詳細は、ご使
用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

VOLSIZEの値は、数字に KB（キロバイト数）を付けて指定できます。たとえば、
VOLSIZE=2KBは、VOLSIZE=2048と同じです。同様に、MB はメガバイト（1024 × 1024）
を、GB はギガバイト（1024 の 3 乗）を表します。B はバイトの省略です。この場合、 終
的なファイル・サイズの算出に乗算は不要です（VOLSIZE=2048Bは VOLSIZE=2048と同
じ）。

パラメータ間の相互作用パラメータ間の相互作用パラメータ間の相互作用パラメータ間の相互作用
パラメータによっては、パラメータ間で競合することがあります。たとえば、TABLESおよ
び OWNERの両方を指定すると、競合が発生します。次のようなコマンドを指定した場合、
エラーが発生し、エクスポートは終了します。

exp SYSTEM/password OWNER=jones TABLES=scott.emp

同様に、OWNERおよび TABLESも FULL=yと競合します。

エクスポート・セッションの例エクスポート・セッションの例エクスポート・セッションの例エクスポート・セッションの例
この項では、次のタイプのエクスポート・セッションの例を示します。

� 全データベース・モードでのエクスポート・セッションの例

� ユーザー・モードでのエクスポート・セッションの例

� 表モードでのエクスポート・セッションの例

� パーティション・レベル・エクスポートでのエクスポート・セッションの例

各例で、コマンドライン方式およびパラメータ・ファイル方式の両方の使用方法を示しま
す。
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全データベース・モードでのエクスポート・セッションの例全データベース・モードでのエクスポート・セッションの例全データベース・モードでのエクスポート・セッションの例全データベース・モードでのエクスポート・セッションの例
全データベース・モードでエクスポートを実行できるのは、DBAロールまたは
EXP_FULL_DATABASEロールを持つユーザーのみです。この例では、すべての GRANTS（付
与されている権限）およびすべてのデータとともにデータベース全体をファイル dba.dmp
にエクスポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=dba.dmp
GRANTS=y
FULL=y
ROWS=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp SYSTEM/password FULL=y FILE=dba.dmp GRANTS=y ROWS=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 16:52:15 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export the entire database ...
. exporting tablespace definitions
. exporting profiles
. exporting user definitions
. exporting roles
. exporting resource costs
. exporting rollback segment definitions
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting directory aliases
. exporting context namespaces
. exporting foreign function library names
. exporting PUBLIC type synonyms
. exporting private type synonyms
. exporting object type definitions
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. exporting system procedural objects and actions

. exporting pre-schema procedural objects and actions

. exporting cluster definitions

. about to export SYSTEM's tables via Conventional Path ...

. . exporting table            AQ$_INTERNET_AGENTS          0 rows exported

. . exporting table       AQ$_INTERNET_AGENT_PRIVS          0 rows exported

. . exporting table                    DEF$_AQCALL          0 rows exported

. . exporting table                   DEF$_AQERROR          0 rows exported

. . exporting table                  DEF$_CALLDEST          0 rows exported

. . exporting table               DEF$_DEFAULTDEST          0 rows exported

. . exporting table               DEF$_DESTINATION          0 rows exported

. . exporting table                     DEF$_ERROR          0 rows exported

. . exporting table                       DEF$_LOB          0 rows exported

. . exporting table                    DEF$_ORIGIN          0 rows exported

. . exporting table                DEF$_PROPAGATOR          0 rows exported

. . exporting table       DEF$_PUSHED_TRANSACTIONS          0 rows exported

. . exporting table                  DEF$_TEMP$LOB          0 rows exported

. . exporting table       LOGSTDBY$APPLY_MILESTONE          0 rows exported

. . exporting table        LOGSTDBY$APPLY_PROGRESS

. . exporting partition                             P0          0 rows exported

. . exporting table                LOGSTDBY$EVENTS          0 rows exported

. . exporting table            LOGSTDBY$PARAMETERS          0 rows exported

. . exporting table                 LOGSTDBY$PLSQL          0 rows exported

. . exporting table                   LOGSTDBY$SCN          0 rows exported

. . exporting table                  LOGSTDBY$SKIP          0 rows exported

. . exporting table      LOGSTDBY$SKIP_TRANSACTION          0 rows exported

. . exporting table        REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE          2 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_AUDIT_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_COLUMN_GROUP          0 rows exported

. . exporting table               REPCAT$_CONFLICT          0 rows exported

. . exporting table                    REPCAT$_DDL          0 rows exported

. . exporting table             REPCAT$_EXCEPTIONS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_EXTENSION          0 rows exported

. . exporting table                REPCAT$_FLAVORS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_GENERATED          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_GROUPED_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_INSTANTIATION_DDL          0 rows exported

. . exporting table            REPCAT$_KEY_COLUMNS          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_OBJECT_PARMS          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_OBJECT_TYPES         28 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_PARAMETER_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table               REPCAT$_PRIORITY          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_PRIORITY_GROUP          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES          0 rows exported

. . exporting table                 REPCAT$_REPCAT          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPCATLOG          0 rows exported
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. . exporting table              REPCAT$_REPCOLUMN          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_REPGROUP_PRIVS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPOBJECT          0 rows exported

. . exporting table                REPCAT$_REPPROP          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPSCHEMA          0 rows exported

. . exporting table             REPCAT$_RESOLUTION          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_RESOLUTION_METHOD         19 rows exported

. . exporting table  REPCAT$_RESOLUTION_STATISTICS          0 rows exported

. . exporting table    REPCAT$_RESOL_STATS_CONTROL          0 rows exported

. . exporting table          REPCAT$_RUNTIME_PARMS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_SITES_NEW          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_SITE_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_SNAPGROUP          0 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_PARMS          0 rows exported

. . exporting table     REPCAT$_TEMPLATE_REFGROUPS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_SITES          0 rows exported

. . exporting table        REPCAT$_TEMPLATE_STATUS          3 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_TEMPLATE_TARGETS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_TYPES          2 rows exported

. . exporting table    REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS          0 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_USER_PARM_VALUES          0 rows exported

. . exporting table        SQLPLUS_PRODUCT_PROFILE          0 rows exported

. about to export OUTLN's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                            OL$          0 rows exported

. . exporting table                       OL$HINTS          0 rows exported

. . exporting table                       OL$NODES          0 rows exported

. about to export DBSNMP's tables via Conventional Path ...

. about to export SCOTT's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                          BONUS          0 rows exported

. . exporting table                           DEPT          4 rows exported

. . exporting table                            EMP         14 rows exported

. . exporting table                       SALGRADE          5 rows exported

. about to export ADAMS's tables via Conventional Path ...

. about to export JONES's tables via Conventional Path ...

. about to export CLARK's tables via Conventional Path ...

. about to export BLAKE's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                           DEPT          8 rows exported

. . exporting table                        MANAGER          4 rows exported

. exporting synonyms

. exporting views

. exporting referential integrity constraints

. exporting stored procedures

. exporting operators

. exporting indextypes

. exporting bitmap, functional and extensible indexes

. exporting posttables actions
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. exporting triggers

. exporting materialized views

. exporting snapshot logs

. exporting job queues

. exporting refresh groups and children

. exporting dimensions

. exporting post-schema procedural objects and actions

. exporting user history table

. exporting default and system auditing options

. exporting statistics
Export terminated successfully without warnings.

ユーザー・モードでのエクスポート・セッションの例ユーザー・モードでのエクスポート・セッションの例ユーザー・モードでのエクスポート・セッションの例ユーザー・モードでのエクスポート・セッションの例
ユーザー・モードのエクスポートは、1 人以上のデータベース・ユーザーのバックアップに
使用可能です。たとえば、削除されたユーザーの表を、DBA が一定の期間バックアップを
取る場合などに有効です。ユーザー・モードは、ユーザーが自分自身のデータのバックアッ
プを取る場合や、ある所有者のオブジェクトを別の所有者に移す場合にも適しています。次
の例では、ユーザー scottが自分が所有する表をエクスポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp scott/tiger PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=scott.dmp
OWNER=scott
GRANTS=y
ROWS=y
COMPRESS=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp scott/tiger FILE=scott.dmp OWNER=scott GRANTS=y ROWS=y COMPRESS=y 

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:06 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. exporting pre-schema procedural objects and actions
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. exporting foreign function library names for user SCOTT 

. exporting PUBLIC type synonyms

. exporting private type synonyms

. exporting object type definitions for user SCOTT 
About to export SCOTT's objects ...
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting cluster definitions
. about to export SCOTT's tables via Conventional Path ...
. . exporting table                          BONUS          0 rows exported
. . exporting table                           DEPT          4 rows exported
. . exporting table                            EMP         14 rows exported
. . exporting table                       SALGRADE          5 rows exported
. exporting synonyms
. exporting views
. exporting stored procedures
. exporting operators
. exporting referential integrity constraints
. exporting triggers
. exporting indextypes
. exporting bitmap, functional and extensible indexes
. exporting posttables actions
. exporting materialized views
. exporting snapshot logs
. exporting job queues
. exporting refresh groups and children
. exporting dimensions
. exporting post-schema procedural objects and actions
. exporting statistics
Export terminated successfully without warnings.

表モードでのエクスポート・セッションの例表モードでのエクスポート・セッションの例表モードでのエクスポート・セッションの例表モードでのエクスポート・セッションの例
表モードでは、表データまたは表定義のみをエクスポートできます。（エクスポートする行
がない場合は、CREATE TABLE文がエクスポート・ファイルに書き込まれます。このとき、
権限付与および索引が指定されると、これらもエクスポート・ファイルに書き込まれます。）

EXP_FULL_DATABASEロールを持つユーザーは、表モードで
TABLES=schemaname.tablenameを指定することによって、どのユーザーのスキーマに
属する表でもエクスポートできます。

schemanameを指定しない場合、その直前にエクスポートされたオブジェクトのスキーマ名
がデフォルト値として採用されます。直前にエクスポートされたオブジェクトがない場合
は、エクスポート実行者のスキーマがデフォルトの値になります。次の例では、a表の場合
は SYSTEM、c表の場合は scottが、スキーマのデフォルトとして採用されます。

> exp SYSTEM/password TABLES=(a, scott.b, c, mary.d)
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EXP_FULL_DATABASEロールを持つユーザーは、他のユーザーが所有する依存オブジェク
トのエクスポートも実行できます。権限を持たないユーザーは、そのユーザー自身が所有
し、指定した表の依存オブジェクトのみをエクスポートできます。

表モードのエクスポートには、クラスタ定義がありません。このため、データはクラスタ化
されていない表としてエクスポートされます。したがって、表モードは、表の非クラスタ化
に使用できます。

例例例例 1: DBA によるによるによるによる 2 人のユーザーの表のエクスポート人のユーザーの表のエクスポート人のユーザーの表のエクスポート人のユーザーの表のエクスポート
この例では、DBA が 2 人のユーザーの表を指定してエクスポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=expdat.dmp
TABLES=(scott.emp,blake.dept)
GRANTS=y
INDEXES=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp SYSTEM/password FILE=expdat.dmp TABLES=(scott.emp,blake.dept) GRANTS=y- 
INDEXES=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:35 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
Current user changed to SCOTT
. . exporting table                            EMP         14 rows exported
Current user changed to BLAKE
. . exporting table                           DEPT          8 rows exported
Export terminated successfully without warnings.
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例例例例 2: ユーザーによる自分が所有する表のエクスポートユーザーによる自分が所有する表のエクスポートユーザーによる自分が所有する表のエクスポートユーザーによる自分が所有する表のエクスポート
この例では、ユーザー blakeが自分が所有している表の中から選択した表をエクスポート
します。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp blake/paper PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=blake.dmp
TABLES=(dept,manager)
ROWS=y
COMPRESS=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp blake/paper FILE=blake.dmp TABLES=(dept, manager) ROWS=y COMPRESS=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:38 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                           DEPT          8 rows exported
. . exporting table                        MANAGER          4 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

例例例例 3: パターン一致を使用した様々な表のエクスポートパターン一致を使用した様々な表のエクスポートパターン一致を使用した様々な表のエクスポートパターン一致を使用した様々な表のエクスポート
この例では、パターン一致を使用して、ユーザー scottおよびユーザー blakeの様々な表
をエクスポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=misc.dmp
TABLES=(scott.%P%,blake.%,scott.%S%)
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コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp SYSTEM/password FILE=misc.dmp TABLES=(scott.%P%,blake.%,scott.%S%)

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:40 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
Current user changed to SCOTT
. . exporting table                           DEPT          4 rows exported
. . exporting table                            EMP         14 rows exported
Current user changed to BLAKE
. . exporting table                           DEPT          8 rows exported
. . exporting table                        MANAGER          4 rows exported
Current user changed to SCOTT
. . exporting table                          BONUS          0 rows exported
. . exporting table                       SALGRADE          5 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

パーティション・レベル・エクスポートでのエクスポート・セッションの例パーティション・レベル・エクスポートでのエクスポート・セッションの例パーティション・レベル・エクスポートでのエクスポート・セッションの例パーティション・レベル・エクスポートでのエクスポート・セッションの例
パーティション・レベル・エクスポートでは、エクスポートの対象を表のパーティションお
よびサブパーティション単位で指定できます。

例例例例 1: パーティションを指定しない表のエクスポートパーティションを指定しない表のエクスポートパーティションを指定しない表のエクスポートパーティションを指定しない表のエクスポート
従業員名にパーティションが指定されている emp表があるとします。mおよび zの 2 つの
パーティションがあります。次の例に示すように、パーティションを指定しないでエクス
ポートを実行すると、すべてのパーティションがエクスポートされます。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp scott/tiger PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

TABLES=(emp)
ROWS=y
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コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp scott/tiger TABLES=emp rows=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:53 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting partition                              M          8 rows exported
. . exporting partition                              Z          6 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

例例例例 2: パーティションを指定した表のエクスポートパーティションを指定した表のエクスポートパーティションを指定した表のエクスポートパーティションを指定した表のエクスポート
従業員名にパーティションが指定されている emp表があるとします。mおよび zの 2 つの
パーティションがあります。次の例に示すように、パーティションを指定して表をエクス
ポートすると、指定したパーティションのみがエクスポートされます。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

 > exp scott/tiger PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

TABLES=(emp:m)
ROWS=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp scott/tiger TABLES=emp:m rows=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:01:55 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
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JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting partition                              M          8 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

例例例例 3: コンポジット・パーティションのエクスポートコンポジット・パーティションのエクスポートコンポジット・パーティションのエクスポートコンポジット・パーティションのエクスポート
empは、2 つのパーティション mおよび zで構成されているパーティション表です。emp
は、コンポジット・メソッドでパーティション化されます。パーティション mにはサブパー
ティション sp1および sp2があり、パーティション zにはサブパーティション sp3および
sp4があります。次の例に示すように、コンポジット・パーティション mをエクスポートす
る場合、すべてのサブパーティション（sp1および sp2）がエクスポートされます。サブ
パーティション（sp4）を指定して表をエクスポートすると、指定したサブパーティション
のみがエクスポートされます。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> exp scott/tiger PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

TABLES=(emp:m,emp:sp4)
ROWS=y

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> exp scott/tiger TABLES=(emp:m, emp:sp4) ROWS=y

エクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージエクスポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:47 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting composite partition                    M
. . exporting subpartition                         SP1          1 rows exported
. . exporting subpartition                         SP2          3 rows exported
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. . exporting composite partition                    Z

. . exporting subpartition                         SP4          1 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

対話方式の使用対話方式の使用対話方式の使用対話方式の使用
エクスポート・ユーティリティは、パラメータを指定しないでコマンドラインから起動する
と、対話方式で起動されます。コマンドライン対話方式では、エクスポート・ユーティリ
ティのすべての機能に関してプロンプトが表示されるわけではありません。また、コマンド
ライン対話方式は下位互換用のみに提供されています。エクスポート・ユーティリティに対
話方式のインタフェースを使用する場合は、Oracle Enterprise Manager（OEM）エクスポー
ト・ウィザードの使用をお薦めします。

コマンドラインで username/passwordを指定しないと、入力するように求められます。

対話方式でエクスポート・ユーティリティを起動する場合、エクスポート・ユーティリティ
からの応答は、コマンドラインでの入力内容によって異なります。表 1-4 に、入力内容とそ
れに対する応答を示します。

表表表表 1-4 対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動

入力内容入力内容入力内容入力内容 エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答

exp 
username/password@instance 
as sysdba

エクスポート・セッションの起動

exp 
username/password@instance

エクスポート・セッションの起動

exp username/password as 
sysdba

エクスポート・セッションの起動

exp username/password エクスポート・セッションの起動

exp username@instance as 
sysdba

パスワード入力を求めるプロンプトの表示

exp username@instance パスワード入力を求めるプロンプトの表示

exp username パスワード入力を求めるプロンプトの表示

exp username as sysdba パスワード入力を求めるプロンプトの表示

exp / as sysdba パスワード入力を求めるプロンプトの表示なし（オペ
レーティング・システム認証の使用）

exp / パスワード入力を求めるプロンプトの表示なし（オペ
レーティング・システム認証の使用）

exp /@instance as sysdba パスワード入力を求めるプロンプトの表示なし（オペ
レーティング・システム認証の使用）
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対話方式の使用
エクスポート・ユーティリティの対話方式モードでは、SYSDBAで接続するか、@instance
で接続するかを指定するプロンプトは表示されません。AS SYSDBAや @instanceは、
ユーザー名とともに指定する必要があります。

また、パスワードを指定しなかったためにプロンプトが表示されると、@instance文字列
を指定できなくなります。@instanceはユーザー名を指定する場合のみ使用できます。

AS SYSDBAを使用してエクスポート・ユーティリティを起動する前に、正しいコマンドラ
インの構文について、1-8 ページの「SYSDBA でのエクスポート・ユーティリティの起動」
を参照してください。

エクスポート・ユーティリティが起動された後、次のプロンプトが表示されます。他のプロ
ンプトに対して入力した応答によって決まるプロンプトもあるため、エクスポート・セッ
ションですべてのプロンプトが表示されるとはかぎりません。デフォルト値が表示されるプ
ロンプトもあります。このデフォルト値が使用可能な場合は、[Enter] を押します。

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:02:03 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Enter array fetch buffer size: 4096 > 
Export file: expdat.dmp > 
(1)E(ntire database), (2)U(sers), or (3)T(ables): (2)U > 
Export grants (yes/no): yes > 
Export table data (yes/no): yes > 
Compress extents (yes/no): yes > 
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export the entire database ...
. exporting tablespace definitions
. exporting profiles
. exporting user definitions
. exporting roles
. exporting resource costs
. exporting rollback segment definitions
. exporting database links
. exporting sequence numbers

exp /@instance パスワード入力を求めるプロンプトの表示なし（オペ
レーティング・システム認証の使用）

表表表表 1-4 対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動（続き）対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動（続き）対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動（続き）対話方式を使用したエクスポート・ユーティリティの起動（続き）

入力内容入力内容入力内容入力内容 エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答エクスポート・ユーティリティからの応答
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. exporting directory aliases

. exporting context namespaces

. exporting foreign function library names

. exporting PUBLIC type synonyms

. exporting private type synonyms

. exporting object type definitions

. exporting system procedural objects and actions

. exporting pre-schema procedural objects and actions

. exporting cluster definitions

. about to export SYSTEM's tables via Conventional Path ...

. . exporting table            AQ$_INTERNET_AGENTS          0 rows exported

. . exporting table       AQ$_INTERNET_AGENT_PRIVS          0 rows exported

. . exporting table                    DEF$_AQCALL          0 rows exported

. . exporting table                   DEF$_AQERROR          0 rows exported

. . exporting table                  DEF$_CALLDEST          0 rows exported

. . exporting table               DEF$_DEFAULTDEST          0 rows exported

. . exporting table               DEF$_DESTINATION          0 rows exported

. . exporting table                     DEF$_ERROR          0 rows exported

. . exporting table                       DEF$_LOB          0 rows exported

. . exporting table                    DEF$_ORIGIN          0 rows exported

. . exporting table                DEF$_PROPAGATOR          0 rows exported

. . exporting table       DEF$_PUSHED_TRANSACTIONS          0 rows exported

. . exporting table                  DEF$_TEMP$LOB          0 rows exported

. . exporting table       LOGSTDBY$APPLY_MILESTONE          0 rows exported

. . exporting table        LOGSTDBY$APPLY_PROGRESS

. . exporting partition                             P0          0 rows exported

. . exporting table                LOGSTDBY$EVENTS          0 rows exported

. . exporting table            LOGSTDBY$PARAMETERS          0 rows exported

. . exporting table                 LOGSTDBY$PLSQL          0 rows exported

. . exporting table                   LOGSTDBY$SCN          0 rows exported

. . exporting table                  LOGSTDBY$SKIP          0 rows exported

. . exporting table      LOGSTDBY$SKIP_TRANSACTION          0 rows exported

. . exporting table        REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE          2 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_AUDIT_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_COLUMN_GROUP          0 rows exported

. . exporting table               REPCAT$_CONFLICT          0 rows exported

. . exporting table                    REPCAT$_DDL          0 rows exported

. . exporting table             REPCAT$_EXCEPTIONS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_EXTENSION          0 rows exported

. . exporting table                REPCAT$_FLAVORS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_GENERATED          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_GROUPED_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_INSTANTIATION_DDL          0 rows exported

. . exporting table            REPCAT$_KEY_COLUMNS          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_OBJECT_PARMS          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_OBJECT_TYPES         28 rows exported
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. . exporting table       REPCAT$_PARAMETER_COLUMN          0 rows exported

. . exporting table               REPCAT$_PRIORITY          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_PRIORITY_GROUP          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES          0 rows exported

. . exporting table                 REPCAT$_REPCAT          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPCATLOG          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPCOLUMN          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_REPGROUP_PRIVS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPOBJECT          0 rows exported

. . exporting table                REPCAT$_REPPROP          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_REPSCHEMA          0 rows exported

. . exporting table             REPCAT$_RESOLUTION          0 rows exported

. . exporting table      REPCAT$_RESOLUTION_METHOD         19 rows exported

. . exporting table  REPCAT$_RESOLUTION_STATISTICS          0 rows exported

. . exporting table    REPCAT$_RESOL_STATS_CONTROL          0 rows exported

. . exporting table          REPCAT$_RUNTIME_PARMS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_SITES_NEW          0 rows exported

. . exporting table           REPCAT$_SITE_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table              REPCAT$_SNAPGROUP          0 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_PARMS          0 rows exported

. . exporting table     REPCAT$_TEMPLATE_REFGROUPS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_SITES          0 rows exported

. . exporting table        REPCAT$_TEMPLATE_STATUS          3 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_TEMPLATE_TARGETS          0 rows exported

. . exporting table         REPCAT$_TEMPLATE_TYPES          2 rows exported

. . exporting table    REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS          0 rows exported

. . exporting table       REPCAT$_USER_PARM_VALUES          0 rows exported

. . exporting table        SQLPLUS_PRODUCT_PROFILE          0 rows exported

. about to export OUTLN's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                            OL$          0 rows exported

. . exporting table                       OL$HINTS          0 rows exported

. . exporting table                       OL$NODES          0 rows exported

. about to export DBSNMP's tables via Conventional Path ...

. about to export SCOTT's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                          BONUS          0 rows exported

. . exporting table                           DEPT          4 rows exported

. . exporting table                            EMP         14 rows exported

. . exporting table                       SALGRADE          5 rows exported

. about to export ADAMS's tables via Conventional Path ...

. about to export JONES's tables via Conventional Path ...

. about to export CLARK's tables via Conventional Path ...

. about to export BLAKE's tables via Conventional Path ...

. . exporting table                           DEPT          8 rows exported

. . exporting table                        MANAGER          4 rows exported

. exporting synonyms

. exporting views
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. exporting referential integrity constraints

. exporting stored procedures

. exporting operators

. exporting indextypes

. exporting bitmap, functional and extensible indexes

. exporting posttables actions

. exporting triggers

. exporting materialized views

. exporting snapshot logs

. exporting job queues

. exporting refresh groups and children

. exporting dimensions

. exporting post-schema procedural objects and actions

. exporting user history table

. exporting default and system auditing options

. exporting statistics
Export terminated successfully without warnings.

制限事項制限事項制限事項制限事項
対話方式を使用する場合は、次のことに注意してください。

� ユーザー・モードでは、データをエクスポートする前に、エクスポート対象とするすべ
てのユーザー名を入力するプロンプトが表示されます。ユーザー名のリストの入力後、
[Enter] を押してカレントのエクスポート・セッションを開始します。

� 表モードでは、スキーマの接頭辞を指定しないと、エクスポート実行者のスキーマ、ま
たは現行のセッション中に 後にエクスポートされた表が格納されているスキーマがデ
フォルトの値になります。

たとえば、特権ユーザーである bethが表モードでエクスポートを実行している場合、
他のユーザーのスキーマが指定されるまでは、すべての表は bethのスキーマにあると
判断されます。他のユーザーのスキーマに属する表をエクスポートできるのは、特権
ユーザー（EXP_FULL_DATABASEロールを持つユーザー）のみです。

� 「エクスポートする表」という入力要求のプロンプトに対して表を指定しないと、エク
スポート・ユーティリティは終了します。
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警告、エラーおよび完了メッセージ
警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ
この項では、エクスポート・ユーティリティによって発行される異なるタイプのメッセージ
について説明します。また、そのメッセージのログ・ファイルへの保存方法についても説明
します。

ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
すべてのエクスポート・メッセージは、ログ・ファイルに保存できます。この場合の保存方
法は 2 つあります。1 つ目は、LOGパラメータを使用する方法です（1-25 ページの「LOG」
を参照）。2 つ目は、システムでサポートされている場合にかぎりますが、エクスポート・
ユーティリティの出力をファイルにリダイレクトする方法です。リダイレクト先のファイル
には、正常にアンロードされた場合はその内容が、またエラーが発生した場合はそのエラー
に関する詳細情報が記録されます。出力のリダイレクトの詳細は、ご使用のオペレーティン
グ・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

警告メッセージ警告メッセージ警告メッセージ警告メッセージ
リカバリ可能なエラーの場合、エクスポート処理は続行されます。たとえば、表のエクス
ポート中にエラーが発生した場合は、エラー・メッセージが表示され（またはログが記録さ
れ）、次の表にスキップして処理が続けられます。リカバリ可能なエラーは、警告と呼ばれ
ます。

エクスポートでは、無効なオブジェクトに対しても警告が発行されます。

たとえば、表モード・エクスポートで、存在しない表を指定した場合、エクスポート・ユー
ティリティは他の表をすべてエクスポートします。それから、警告を発行して処理を正常に
終了します。

リカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージ
エラーの中にはリカバリ不能なものもあり、このようなエラーが発生するとエクスポート・
セッションは終了します。これらのエラーは、内部的な問題が原因であるか、またはメモ
リーなどのリソースが使用できないか、リソースを使い果したことが原因で発生します。た
とえば、catexp.sqlスクリプトが実行されていない場合、エクスポート・ユーティリティ
によって、次のようなリカバリ不能なエラー・メッセージが発行されます。

EXP-00024: エクスポート・ビューがインストールされていません。DBAに連絡してください。
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終了コードによる結果の検査と表示
完了メッセージ完了メッセージ完了メッセージ完了メッセージ
問題なくエクスポートが完了した場合は、次のメッセージが表示されます。

エクスポートは警告なしで正常終了しました。

リカバリ可能エラーが 1 つ以上発生しても、エクスポートがそのまま続行され、処理が完了
した場合は、次のメッセージが表示されます。

エクスポートは正常に終了しましたが、警告が発生しました。

リカバリ不能なエラーが発生した場合は、エクスポートは即時終了し、次のメッセージが表
示されます。

エラーが発生したためエクスポートを終了します。

終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示
エクスポート・ユーティリティでは、エクスポートの完了後、すぐに実行結果を確認できま
す。プラットフォームによっては、エクスポートの実行結果はログ・ファイルに記録される
のみでなく、プロセス終了コードにも通知されます。これによって、コマンドラインやスク
リプトからの出力を確認できます。表 1-5 に、それぞれの結果に対応する終了コードを示し
ます。

UNIX の場合、終了コードは次のようになります。

EX_SUCC   0
EX_OKWARN 0
EX_FAIL   1

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース・エラー・メッセージ』およびご使用のシ
ステム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

表表表表 1-5 エクスポート時の終了コードエクスポート時の終了コードエクスポート時の終了コードエクスポート時の終了コード

結果結果結果結果 終了コード終了コード終了コード終了コード

エクスポートは警告なしで正常終了しました。 EX_SUCC

エクスポートは正常に終了しましたが、警告が発生しました。 EX_OKWARN

エラーが発生したためエクスポートを終了します。 EX_FAIL
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従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポート
従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクス従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクス従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクス従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクス
ポートポートポートポート

エクスポートでは次の 2 つの方式で表データをエクスポートできます。

� 従来型パス・エクスポート

� ダイレクト・パス・エクスポート

従来型パス・エクスポートでは、SQL の SELECT文によって、データベースの表からデータ
が抽出されます。データはディスクからバッファ・キャッシュに読み込まれ、行は評価バッ
ファに転送されます。式の評価が終了すると、そのデータはエクスポートを実行するクライ
アントへ転送され、そこでエクスポート・ファイルに書き込まれます。

ダイレクト・パス・エクスポートでは、データがディスクからバッファ・キャッシュに読み
込まれ、行がエクスポート・クライアントに直接転送されるため、従来型パス・エクスポー
トに比べて非常に高速です。評価バッファはバイパスします。データは、すでにエクスポー
ト・ユーティリティが要求する形式になっているため、不要なデータ変換をする必要があり
ません。データはエクスポート・クライアントに転送され、このクライアントでエクスポー
ト・ファイルに書き込まれます。

図 1-2 に、従来型パス・エクスポートとダイレクト・パス・エクスポートでのデータの抽出
方法の違いを示します。
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従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポート
図図図図 1-2 従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポートでのデータベースの読込み従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポートでのデータベースの読込み従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポートでのデータベースの読込み従来型パス・エクスポートおよびダイレクト・パス・エクスポートでのデータベースの読込み
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ダイレクト・パス・エクスポートの起動
ダイレクト・パス・エクスポートの起動ダイレクト・パス・エクスポートの起動ダイレクト・パス・エクスポートの起動ダイレクト・パス・エクスポートの起動
ダイレクト・パス・エクスポートを起動するには、コマンドライン方式またはパラメータ・
ファイルのいずれかを使用する必要があります。対話方式でダイレクト・パス・エクスポー
トを起動することはできません。

ダイレクト・パス・エクスポートを使用するには、コマンドラインまたはパラメータ・ファ
イルで DIRECT=yパラメータを指定します。デフォルトは DIRECT=nです。この場合、従
来型パスで表データが抽出されます。

また、エクスポートの BUFFERパラメータを使用できるのは、従来型パス・エクスポートの
みのため注意してください。ダイレクト・パス・エクスポートでは、エクスポート・ファイ
ルへの書込みに使用するバッファのサイズは、RECORDLENGTHパラメータで指定します。

リリース 8.1.5 より前のエクスポート・ユーティリティの場合、オブジェクトおよび LOB を
含む表に対してダイレクト・パス・エクスポートを使用できませんでした。使用しても、行
はエクスポートされませんでした。この動作は変更されています。オブジェクトおよび LOB
を含む表の行は、ダイレクト・パスが指定されていても、従来型パスを使用してエクスポー
トできます。インポート・ユーティリティによって、ダイレクト・パス・ダンプ・ファイル
内でこれらの従来型パス表が正しく処理されます。

ダイレクト・パス・エクスポートのセキュリティに関する考慮点ダイレクト・パス・エクスポートのセキュリティに関する考慮点ダイレクト・パス・エクスポートのセキュリティに関する考慮点ダイレクト・パス・エクスポートのセキュリティに関する考慮点
仮想プライベート・データベース（VPD）および Oracle Label Security は、ダイレクト・パ
ス・エクスポート中には施行されません。

次のユーザーは、データベースからデータを抽出するために使用するエクスポート・モー
ド、アプリケーションまたはユーティリティにかかわらず、VPD および Oracle Label 
Security を施行する必要はありません。

� データベース・ユーザー SYS

� 直接またはデータベース・ロールを介して、Oracle9i の EXEMPT ACCESS POLICY権限
を付与されたデータベース・ユーザー

EXEMPT ACCESS POLICY権限を付与されたユーザーは、VPD および Oracle Label Security
を施行する必要はありません。これは強力な権限であるため、慎重に管理する必要がありま
す。この権限は、SELECT、INSERT、UPDATEおよび DELETEなどの従来のオブジェクト権
限の施行には影響しません。ユーザーが EXEMPT ACCESS POLICY権限を付与されていても、
これらの権限は施行されます。

参照参照参照参照 :

� 1-60 ページの「ファイングレイン・アクセス・コントロールのサポー
ト」を参照してください。

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』も参照してくださ
い。
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ネットワークに関する考慮点
ダイレクト・パス・エクスポートのパフォーマンスの問題ダイレクト・パス・エクスポートのパフォーマンスの問題ダイレクト・パス・エクスポートのパフォーマンスの問題ダイレクト・パス・エクスポートのパフォーマンスの問題
ダイレクト・パス・エクスポートの起動時に、RECORDLENGTHパラメータの値を大きくす
ると、パフォーマンスが向上する場合があります。実際のパフォーマンス向上の度合いは、
次の要因によって異なります。

� DB_BLOCK_SIZE

� 表の列の型

� I/O レイアウト（エクスポート・ファイルの転送先ドライブは、データベース・ファイ
ルが常駐するディスク・ドライブとは別にする。）

RECORDLENGTHの値は、次のように設定することをお薦めします。

� ファイル・システムの I/O ブロック・サイズの倍数であること。

� DB_BLOCK_SIZEの倍数であること。

ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点
この項では、ネットワークを介したエクスポートおよびインポートの実行時に考慮すべき点
について説明します。

ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法
エクスポート・ファイルはバイナリ形式であるため、ネットワークを介してそのエクスポー
ト・ファイルを転送するときは、バイナリ転送をサポートしているプロトコルを使用して、
ファイルが破損しないようにしてください。たとえば、FTP などのファイル転送プロトコル
を使用して、バイナリ・モードでファイルを転送します。エクスポート・ファイルをキャラ
クタ・モードで送信すると、ファイルのインポート時にエラーが発生します。

Oracle Net でのエクスポートおよびインポートでのエクスポートおよびインポートでのエクスポートおよびインポートでのエクスポートおよびインポート
Oracle Net を使用すると、ネットワークを介してエクスポートおよびインポートを実行でき
ます。たとえば、エクスポート・ユーティリティをローカルで実行して、リモート Oracle
データベースのデータをローカル・エクスポート・ファイルに書き込むことができます。ま
た、インポート・ユーティリティをローカルで実行して、リモート Oracle データベースの
データを読み込むことができます。

Oracle Net でインポート・ユーティリティを使用するには、expコマンドまたは impコマ
ンドに username/passwordを入力するときに接続修飾文字列 @connect_stringを指定
する必要があります。この句の構文の詳細は、ご使用の Oracle Net プロトコルのユーザー
ズ・ガイドを参照してください。
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キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに関する考慮点
キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに
関する考慮点関する考慮点関する考慮点関する考慮点

この項では、グローバリゼーション・サポートに関連するエクスポート・ユーティリティお
よびインポート・ユーティリティの動作について説明します。

キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換
エクスポート・ユーティリティは、常に、エクスポート・サーバーのキャラクタ・セットで
Unicode データを含むユーザー・データをエクスポートします。キャラクタ・セットは、
データベース作成時に指定されます。

データは、インポート・ユーティリティによって、自動的にインポート・サーバーのキャラ
クタ・セットに変換されます。

8 ビット・キャラクタ・セットのエクスポート・ファイルをインポートすると、8 ビット文
字の一部が消去されることがあります（同等の 7 バイトに変換されます）。これが発生する
のは、クライアント・システムに、システム固有の 7 ビット・キャラクタ・セットが存在す
るか、オペレーティング・システム環境変数 NLS_LANGが 7 ビット・キャラクタ・セットに
設定されている場合です。アクセント記号が付いている文字からアクセント記号が消去され
るのが もよく見られる例です。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティでは、データをエクス
ポートまたはインポートする前に、必要なキャラクタ・セット変換に関する説明が表示され
ます。

参照参照参照参照 : 次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』

� 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity Administrator’s Guide』

注意注意注意注意 : CREATE TABLEコマンドなどの DDL は、クライアントのキャラク
タ・セットでエクスポートされます。
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キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに関する考慮点
変換によるキャラクタ・セットのソート順への影響変換によるキャラクタ・セットのソート順への影響変換によるキャラクタ・セットのソート順への影響変換によるキャラクタ・セットのソート順への影響
エクスポート・キャラクタ・セットのソート順が、インポート・キャラクタ・セットと異な
る場合、キャラクタ列をパーティション化した表では、結果が保証されません。たとえば、
次のような ASCII キャラクタ・セットのデータベースの表定義について考えてみます。

CREATE TABLE partlist 
   ( 
   part     VARCHAR2(10), 
   partno   NUMBER(2) 
   ) 
PARTITION BY RANGE (part) 
  ( 
  PARTITION part_low VALUES LESS THAN ('Z') 
    TABLESPACE tbs_1, 
  PARTITION part_mid VALUES LESS THAN ('z') 
    TABLESPACE tbs_2, 
  PARTITION part_high VALUES LESS THAN (MAXVALUE) 
    TABLESPACE tbs_3 
  );

ASCII キャラクタ・セットでは、Zの後に zがあるため、このパーティション・スキームに
は意味があります。

この表が EBCDIC キャラクタ・セット・ベースのデータベースにインポートされると、
EBCDIC キャラクタ・セットでは、zが Zの前にあるため、part_midパーティションのす
べての行が、part_lowパーティションに移行します。希望する結果を得るには、
partlist表の所有者は、インポート後に表を再パーティション化する必要があります。

マルチバイト・キャラクタ・セットおよびエクスポートとインポートマルチバイト・キャラクタ・セットおよびエクスポートとインポートマルチバイト・キャラクタ・セットおよびエクスポートとインポートマルチバイト・キャラクタ・セットおよびエクスポートとインポート

参照参照参照参照 : 『Oracle9i Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を
参照してください。

注意注意注意注意 : エクスポート・クライアントとエクスポート・サーバーのキャラ
クタ・セット幅が異なる場合、変換によってデータが長くなると、データ
が切り捨てられることがあります。データが切り捨てられると、エクス
ポート・ユーティリティによって警告メッセージが表示されます。
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データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点
インスタンス親和性とエクスポートインスタンス親和性とエクスポートインスタンス親和性とエクスポートインスタンス親和性とエクスポート
インスタンス親和性を使用して、インポートおよびエクスポートするデータベース内のイン
スタンスにジョブを関連付けることができます。Oracle8、Oracle8i および Oracle9i を組み
合せて使用している場合は、互換性の問題に注意してください。

データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点
次の項からは、特定のデータベース・オブジェクトをエクスポートするときに考慮すべき点
について説明します。

順序のエクスポート順序のエクスポート順序のエクスポート順序のエクスポート
エクスポート中にトランザクションが順序番号にアクセスすると、順序番号はスキップされ
る可能性があります。順序番号がスキップされないようにするには、エクスポート中に順序
番号にアクセスしないようにします。

順序番号がスキップされる可能性があるのは、キャッシュされている順序番号が使用中の場
合のみです。順序番号のキャッシュが割り当てられている場合は、現行のデータベースでこ
れらの順序番号を使用できます。エクスポートされる値は、その次（キャッシュされている
値の後）の順序番号です。キャッシュされても使用されていない順序番号は、順序のイン
ポート時に失われます。

LONG データ型およびデータ型およびデータ型およびデータ型および LOB データ型のエクスポートデータ型のエクスポートデータ型のエクスポートデータ型のエクスポート
エクスポート時、LONGデータ型は、セクション単位でフェッチされます。ただし、各行の
すべてのデータ（LONGデータ型を含む）を保持できるだけのメモリーが使用可能である必
要があります。

LONG列の長さは、 大 2GB です。

LOB列のすべてのデータを同時にメモリーに置いておく必要はありません。LOB データの
ロードおよびアンロードはセクション単位で行われます。

参照参照参照参照 : 次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』

� 『Oracle9i データベース・リファレンス』

� 『Oracle9i データベース移行ガイド』
エクスポート 1-57



データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点
外部関数ライブラリのエクスポート外部関数ライブラリのエクスポート外部関数ライブラリのエクスポート外部関数ライブラリのエクスポート
外部関数ライブラリの内容は、エクスポート・ファイルにはエクスポートされません。全
データベース・モード・エクスポートおよびユーザー・モード・エクスポートの場合、ライ
ブラリの仕様（名前、位置）のみがエクスポートされます。データベースを新しい場所に移
動する場合、ライブラリの実行可能ファイルを移動し、ライブラリの仕様を更新する必要が
あります。

オフライン・ローカル管理表領域のエクスポートオフライン・ローカル管理表領域のエクスポートオフライン・ローカル管理表領域のエクスポートオフライン・ローカル管理表領域のエクスポート
エクスポート中のデータにオフライン・ローカル管理表領域が含まれている場合、表領域の
定義を完全にエクスポートできず、エラー・メッセージが表示されます。データはインポー
トできますが、インポートの前に、まずオフライン・ローカル管理表領域を作成し、不完全
な表領域を参照する DDL コマンドでエラーが発生しないようにする必要があります。

ディレクトリ別名のエクスポートディレクトリ別名のエクスポートディレクトリ別名のエクスポートディレクトリ別名のエクスポート
ディレクトリ別名の定義は、全データベース・モード・エクスポートの場合のみエクスポー
トされます。データベースを新しい場所に移動する場合、データベース管理者は、その新し
い場所に対応するようにディレクトリ別名を更新する必要があります。

ディレクトリ別名は、ユーザー・モード・エクスポートや表モード・エクスポートの場合は
エクスポートされません。したがって、ディレクトリ別名を使用する前に、ターゲット・シ
ステムにディレクトリ別名が作成されていることを確認する必要があります。

BFILE 列および属性のエクスポート列および属性のエクスポート列および属性のエクスポート列および属性のエクスポート
エクスポート・ファイルには、BFILE列またはその属性から参照される外部ファイルの内容
は格納されません。ファイルの名前およびディレクトリ別名のみが、エクスポート時にコ
ピーされ、インポート時にリストアされます。旧ディレクトリからではファイルにアクセス
できない場所にデータベースを移動する場合、DBA は、指定されたファイルが格納されて
いるディレクトリを、アクセス可能な新しい場所へ移動する必要があります。

外部表外部表外部表外部表
外部表の内容は、エクスポート・ファイルにはエクスポートされません。全データベース・
モード・エクスポートおよびユーザー・モード・エクスポートの場合、表の仕様（名前、位
置）のみがエクスポートされます。データベースを新しい場所に移動する場合、外部データ
を手動で移動して表の仕様を更新する必要があります。
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データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点
オブジェクト型定義のエクスポートオブジェクト型定義のエクスポートオブジェクト型定義のエクスポートオブジェクト型定義のエクスポート
どのエクスポート・モードでも、エクスポートされる表で使用されているオブジェクト型定
義に関する情報はエクスポートされます。オブジェクト名、オブジェクト識別子、オブジェ
クト構成などの情報は、ターゲット・システムでのオブジェクト型とエクスポート・ファイ
ルに格納されているオブジェクト・インスタンスに整合性があることを検証するために必要
となります。これによって、インポート時に、表に必要なオブジェクト型が同一のオブジェ
クト識別子で作成されます。

ただし、表モード、ユーザー・モードおよび表領域モードで、オブジェクト型に対する実行
権がないユーザーがエクスポートを実行している場合は、表に必要なすべてのオブジェクト
型定義が、エクスポート・ファイルに保持されるとはかぎりません。この場合、同じオブ
ジェクト型の識別子および同じオブジェクトの構成を持つ型の存在を検証するために必要な
情報のみが、インポートのターゲット・システムに書き込まれます。

DBA に協力を求めて型定義を作成するか、DBA が実行した全データベース・モードまたは
ユーザー・モードのエクスポートから型定義をインポートすることによって、ターゲット・
システムに適切な型定義が確実に存在するようにしてください。

すべてのオブジェクト型定義を保持するには、定期的に全データベース・エクスポートを実
行することが重要です。また、別のユーザーのスキーマに属するオブジェクト型定義を使用
する場合は、DBA が、適切なユーザー・グループのユーザー・モードでエクスポートを実
行する必要があります。たとえば、ユーザー scottが所有する table1に blakeのオブ
ジェクト型である type1が存在する場合、この表に必要な型定義を保持するには、DBA が
ユーザー・モードで blakeおよび scottの両方を指定してエクスポートを実行する必要が
あります。

ネストした表のエクスポートネストした表のエクスポートネストした表のエクスポートネストした表のエクスポート
ネストした表については、外部表がエクスポートされる場合は、必ず内部表のデータもエク
スポートされます。内部のネストした表を指定することはできますが、それらを個別にエク
スポートすることはできません。

アドバンスト・キュー（アドバンスト・キュー（アドバンスト・キュー（アドバンスト・キュー（AQ）表のエクスポート）表のエクスポート）表のエクスポート）表のエクスポート
キューは表に実装されています。キューのエクスポートおよびインポートは、その基礎とな
るキュー表および関連するディクショナリ表のエクスポートおよびインポートになります。
キューのエクスポートおよびインポートは、キュー表単位でのみ実行できます。

キュー表をエクスポートすると、表定義に関する情報とキュー・データの両方がエクスポー
トされます。キュー表データと表定義の両方がエクスポートされるため、キュー表のイン
ポート時に、インポートを実行したユーザーがアプリケーション・レベルでのデータの整合
性をメンテナンスすることになります。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - アドバンスト・キュー
イング』を参照してください。
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データベース・オブジェクトのエクスポートに関する考慮点
シノニムのエクスポートシノニムのエクスポートシノニムのエクスポートシノニムのエクスポート
シノニムおよびもう 1 つのオブジェクトとして使用される名前を参照する、コンパイル済の
オブジェクトをエクスポートする場合は、注意が必要です。これらのオブジェクトをエクス
ポートおよびインポートすると、強制的に再コンパイルされ、オブジェクトの定義が変更さ
れる可能性があります。

次の例では、この問題について説明します。

CREATE PUBLIC SYNONYM emp FOR scott.emp;

CONNECT blake/paper;
CREATE TRIGGER t_emp BEFORE INSERT ON emp BEGIN NULL; END;
CREATE VIEW emp AS SELECT * FROM dual;

前述の例では、データベースがエクスポートされた場合、トリガーの empに対する参照で
は、scottの表ではなく blakeのビューが参照されます。このため、インポート時に t_
empトリガーを再確立しようとすると、エラーになります。

Java シノニムに関連して発生する可能性があるエクスポート・エラーシノニムに関連して発生する可能性があるエクスポート・エラーシノニムに関連して発生する可能性があるエクスポート・エラーシノニムに関連して発生する可能性があるエクスポート・エラー
対応する DBMS_JAVAパッケージがないとき、または Java がロードされていないか、不適切
にロードされているときに、エクスポート操作で DBMS_JAVAという名前のシノニムをエク
スポートしようとした場合、エラーが発生して、エクスポートは終了します。この場合に生
成されるエラー・メッセージには EXP-00008、ORA-00904、ORA-29516 などがあります。

Java が使用可能な場合、エクスポート・ユーティリティを再実行する前に、DBMS_JAVAシ
ノニムと DBMS_JAVAパッケージの両方が作成済みであり、有効であることを確認します。

Java が使用可能でない場合、エクスポート・ユーティリティを再実行する前に Java 関連の
オブジェクトを削除します。

ファイングレイン・アクセス・コントロールのサポートファイングレイン・アクセス・コントロールのサポートファイングレイン・アクセス・コントロールのサポートファイングレイン・アクセス・コントロールのサポート
ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーを使用可能にして、表をエクスポー
トできます。その場合は、次のことに注意してください。

� ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーが使用可能な表を含むエクス
ポート・ファイルからインポートする場合は、適切な権限（特に、表のセキュリティ・
ポリシーを回復するための DBMS_RLSパッケージに対する EXECUTE権限）が必要で
す。ファイングレイン・アクセス・ポリシーが使用可能な表をエクスポートするための
正しい権限が付与されていない場合は、読込み権限のある行のみがエクスポートされま
す。

� SELECT文でファイングレイン・アクセス・コントロールが使用可能な場合、ファイン
グレイン・アクセスにより問合せがリライトされるため、従来型パス・エクスポートで
は表全体をエクスポートできない場合があります。
1-60 Oracle9i データベース・ユーティリティ



トランスポータブル表領域
� ユーザーSYS、EXPORT_FULL_DATABASEロールを使用可能なユーザーまたは EXEMPT 
ACCESS POLICYを付与されたユーザーのみがファイングレイン・アクセス・コント
ロールを持つ表に対してダイレクト・パス・エクスポートを実行できます。

    

トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域
トランスポータブル表領域機能は、一連の表領域を、ある Oracle データベースから他の
Oracle データベースに移動できる機能です。

一連の表領域を移動またはコピーするには、表領域を読込み専用にし、表領域のデータ・
ファイルをコピーしてから、エクスポートおよびインポートを使用して、データ・ディク
ショナリに格納されているデータベース情報（メタデータ）を移動します。データ・ファイ
ルおよびメタデータのエクスポート・ファイルの両方を、ターゲット・データベースにコ
ピーする必要があります。これらのファイルの転送は、オペレーティング・システムのコ
ピー機能、バイナリ・モード FTP、CD-ROM への出力などのようなバイナリ・ファイルの
コピー機能を使用して行われます。

データ・ファイルのコピーおよびメタデータのエクスポートの後、表領域を任意に読み書き
両用モードにできます。

次のパラメータで、トランスポータブル表領域のメタデータのエクスポートを使用可能にで
きます。

� TABLESPACES

� TRANSPORT_TABLESPACE

詳細は、1-31 ページの「TABLESPACES」および 1-31 ページの
「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してください。

参照参照参照参照 : ファイングレイン・アクセス・コントロールの詳細は、『Oracle9i
アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

参照参照参照参照 :

� トランスポータブル表領域の管理の詳細は、『Oracle9i データベース管
理者ガイド』を参照してください。

� トランスポータブル表領域の詳細は、『Oracle9i データベース概要』を
参照してください。
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読込み専用データベースからのエクスポート
読込み専用データベースからのエクスポート読込み専用データベースからのエクスポート読込み専用データベースからのエクスポート読込み専用データベースからのエクスポート
ソース・データベースからメタデータを抽出するには、エクスポートで順序付けする句

（ソート操作）を含む問合せを使用します。これらの問合せが成功するには、エクスポート
を実行しているユーザーがディスク上のソート・セグメントを割り当てることができる必要
があります。これらのソート・セグメントを読込み専用データベースに割り当てるには、
ユーザーの一時表領域が、ローカル管理一時表領域を示すように設定する必要があります。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリ
ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用して大規模データ
ベースを移行する場合、移行を複数のエクスポート・ジョブおよびインポート・ジョブに
パーティション化するとより効率的です。移行をパーティション化する場合は、次のメリッ
トおよびデメリットに注意してください。

移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット
移行をパーティション化すると、次のメリットがあります。

� 多くのサブジョブをパラレルに実行できるため、移行に必要な時間を削減できます。

� 初のエクスポート・ジョブが完了するとすぐにインポート・ユーティリティを起動で
きます。

移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット
移行をパーティション化すると、次のデメリットがあります。

� エクスポートおよびインポートのプロセスがより複雑になります。

� ある型のオブジェクトに対する相互スキーマ参照のサポートは損なわれます。たとえ
ば、異なるスキーマの表に対する外部キー制約を持つ表がスキーマに含まれている場
合、その表を依存スキーマにインポートしたときに、必要な親レコードが存在しない場
合があります。

参照参照参照参照 : この環境の設定の詳細は、『Oracle9i Data Guard 概要および管理』
を参照してください。
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リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティの使用方法
エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用
したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法

データベースの移行をパーティション化方法で実行するには、次の手順に従います。

1. データベースのすべての 上位メタデータに、次のコマンドを発行します。

a. exp dba/password FILE=full FULL=y CONSTRAINTS=n TRIGGERS=n 
ROWS=n INDEXES=n

b. imp dba/password FILE=full FULL=y

2. データベースの各スキーマ n に、次のコマンドを発行します。

a. exp dba/password OWNER=scheman FILE=scheman

b. imp dba/password FILE=scheman FROMUSER=scheman TOUSER=scheman 
IGNORE=y

すべてのエクスポートはパラレルで実行できます。full.dmpのインポートが完了すると、
残りのインポートもパラレルで実行できます。

リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリ
ティの使用方法ティの使用方法ティの使用方法ティの使用方法

この項では、リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよび Oracle データベース・
サーバーの使用に関連する互換性の問題について説明します。

リリースが異なる Oracle データベース・サーバー間でデータを移動させる場合、常に次の
基本的な規則が適用されます。

� インポート・ユーティリティとデータのインポート先であるデータベース（ターゲッ
ト・データベース）のバージョンは同じである必要があります。

� エクスポート・ユーティリティのバージョンは、ソース・データベースまたはターゲッ
ト・データベースの下位の方のバージョンと同じである必要があります。

たとえば、上位バージョンのデータベースにインポートするエクスポート・ファイルを
作成するには、ソース・データベースと同じバージョンのエクスポート・ユーティリ
ティを使用します。それに対し、下位バージョンのデータベースにインポートするエク
スポート・ファイルを作成するには、ターゲット・データベースと同じバージョンのエ
クスポート・ユーティリティを使用します。次に、バージョン固有の情報を示します。

– Oracle7 データベース・サーバーで Oracle バージョン 6 のエクスポート・ユーティ
リティを実行して、Oracle7 データベースから Oracle バージョン 6 のエクスポー
ト・ファイルを作成する場合は、まず、Oracle7 データベースで catexp6.sqlス
クリプトを実行する必要があります。このスクリプトを実行すると、エクスポー
ト・ユーティリティで Oracle7 データベースを Oracle バージョン 6 のデータベース
として認識可能なエクスポート・ビューが作成されます。
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リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティの使用方法
– Oracle8i データベースで Oracle7 のエクスポート・ユーティリティを実行して、
Oracle8i データベースから Oracle7 のエクスポート・ファイルを作成する場合は、
まず、Oracle8i データベースで catexp7.sqlスクリプトを実行する必要がありま
す。このスクリプトを実行すると、エクスポート・ユーティリティで Oracle8i デー
タベースを Oracle7 データベースとして認識可能なエクスポート・ビューが作成さ
れます。

– 通常は、Oracle8 のエクスポート・ユーティリティを使用して、Oracle9i サーバー
からエクスポートし、Oracle8 のエクスポート・ファイルを作成できます。詳細は、
1-65 ページの「Oracle9i データベースからの Oracle8 のエクスポート・ファイルの
作成」を参照してください。

リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよび
インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限

異なるリリースのエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用
する場合、次の制限が適用されます。

� エクスポート・ダンプ・ファイルは、特別なバイナリ形式で格納されているため、イン
ポート・ユーティリティによる読込み専用です。

� すべてのエクスポート・ダンプ・ファイルは、上位リリースの Oracle データベース・
サーバーにインポートできます。

� インポート・ユーティリティでは、リリース 5.1.22 以上のエクスポート・ユーティリ
ティで作成されたエクスポート・ダンプ・ファイルの読込みができます。

� インポート・ユーティリティでは、上位のメンテナンス・リリースまたはバージョンの
エクスポート・ユーティリティで作成されたエクスポート・ダンプ・ファイルの読込み
はできません。たとえば、リリース 8.0 のインポート・ユーティリティでは、リリース
8.1 のエクスポート・ダンプ・ファイルはインポートできません。また、バージョン 7
のインポート・ユーティリティでは、バージョン 8 のエクスポート・ダンプ・ファイル
はインポートできません。

� Oracle バージョン 6 以下のエクスポート・ユーティリティは、Oracle8 以上のデータ
ベースには使用できません。

� 下位バージョンのエクスポート・ユーティリティを上位バージョンの Oracle データベー
ス・サーバーで実行すると、下位バージョンに存在しないデータベース・オブジェクト
のカテゴリは、常にエクスポートから除外されます。たとえば、Oracle7 データベー
ス・サーバーにはパーティション表が存在しませんでした。そのため、Oracle8 のパー

注意注意注意注意 : catexp6.sqlスクリプトおよび catexp7.sqlスクリプトは、
ユーザー SYSが実行する必要があります。これらのスクリプトは、複数回
実行する必要はありません。
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ティション表を Oracle7 データベースに移動させる必要がある場合は、まず、表を非
パーティション表に再編成する必要があります。

� ダイレクト・パスの場合も従来型パスの場合も、Oracle9i のエクスポート・ユーティリ
ティを使用して作成されたエクスポート・ファイルは、旧リリースのインポート・ユー
ティリティとは互換性がないため、インポートに使用できるのは Oracle9i のインポー
ト・ユーティリティのみです。下位互換性が問題となる場合は、Oracle9i データベース
に対して下位のリリースまたはバージョンのエクスポート・ユーティリティを使用しま
す。

リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーリリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーリリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーリリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユー
ティリティの使用例ティリティの使用例ティリティの使用例ティリティの使用例

表 1-6 に、異なるリリースの Oracle データベース・サーバー間でデータを移動させる場合に
使用するエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティのリリースの例
を示します。

Oracle9i データベースからのデータベースからのデータベースからのデータベースからの Oracle8 のエクスポート・ファイルの作成のエクスポート・ファイルの作成のエクスポート・ファイルの作成のエクスポート・ファイルの作成
Oracle9i データベースから Oracle8 のエクスポート・ファイルを作成する場合、特別な処理
は必要ありません。ただし、Oracle9i データベースで Oracle8 のエクスポート・ユーティリ
ティを使用した場合、次の機能はサポートされません。

表表表表 1-6 リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの使用リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの使用リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの使用リリースが異なるエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの使用

エクスポート元エクスポート元エクスポート元エクスポート元 ->
インポート先インポート先インポート先インポート先

使用するエクスポート・使用するエクスポート・使用するエクスポート・使用するエクスポート・
ユーティリティのリリースユーティリティのリリースユーティリティのリリースユーティリティのリリース

使用するインポート・ユー使用するインポート・ユー使用するインポート・ユー使用するインポート・ユー
ティリティのリリースティリティのリリースティリティのリリースティリティのリリース

リリース 7.3.3 -> リリース 8.1.6 リリース 7.3.3 リリース 8.1.6

リリース 8.1.6 -> リリース 8.1.6 リリース 8.1.6 リリース 8.1.6

リリース 8.1.5 -> リリース 8.0.6 リリース 8.0.6 リリース 8.0.6

リリース 8.1.7 -> リリース 8.1.6 リリース 8.1.6 リリース 8.1.6

リリース 8.1.7 -> リリース 7.3.4 リリース 7.3.41

1 catexp7.sql を Oracle8i リリース 8.1.7 データベースで 1 度も実行していない場合、まずこれを行って
Oracle7 データ・ディクショナリ・ビューを作成する必要があります。これを行わないかぎり、
Oracle8i リリース 8.1.7 データベースでは、リリース 7.3.4 のエクスポート・ユーティリティを正常に
実行できません。

リリース 7.3.4

リリース 1（9.0.1） -> 
リリース 8.1.6

リリース 8.1.6 リリース 8.1.6

リリース 1（9.0.1） -> 
リリース 2（9.2）

リリース 1（9.0.1） リリース 2（9.2）
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� ダイレクト・パス・ロード（DIRECT=y）を指定した場合、オブジェクトおよび LOB を
含む表の行はエクスポートされません。

� ディメンションはエクスポートされません。

� ファンクションおよびドメイン索引はエクスポートされません。

� セカンダリ・オブジェクト（表、索引、順序など、ドメイン索引のサポートで作成され
るもの）はエクスポートされません。

� ビュー、プロシージャ、ファンクション、パッケージ、型本体および Oracle9i の新機能
への参照を含む型は、コンパイルされない場合があります。

� SQL の DDL が、SQL ではなくストアド・プロシージャとして実装されているオブジェ
クトはエクスポートされません。

� アクションが CALL文であるトリガーは、エクスポートされません。

� 論理 ROWID列、主キー参照またはユーザー定義 OID列を含む表はエクスポートされま
せん。

� 一時表はエクスポートされません。

� 索引構成表（IOT）は圧縮前の状態に戻ります。

� パーティション化された IOT のパーティション情報が消失します。

� 索引タイプおよび演算子はエクスポートされません。

� ローカル管理表領域、一時表領域および UNDO 表領域はエクスポートされません。

� Java ソース、Java クラスおよび Java リソースはエクスポートされません。

� VARRAY列の、可変幅 CLOB、コレクション拡張および LOB ストレージ句、またはネス
トした表の拡張はエクスポートされません。

� ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーは保持されません。

� 外部表はエクスポートされません。

異なるリリースおよびバージョンを使用するときに発生する可能性がある異なるリリースおよびバージョンを使用するときに発生する可能性がある異なるリリースおよびバージョンを使用するときに発生する可能性がある異なるリリースおよびバージョンを使用するときに発生する可能性がある
エラーエラーエラーエラー

この項では、互換性がないリリースまたはバージョンのエクスポート・ユーティリティおよ
び Oracle データベース・サーバーを使用した場合に表示されるいくつかのエラー・メッ
セージについて簡単に説明します。

EXP-00024
EXP-00024: エクスポート・ビューがインストールされていません。DBAに連絡してください。

原因: 必要なエクスポート・ビューがインストールされていません。
処置: DBAに連絡して、必要なビューのインストールを要求します。
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IMP-00023
IMP-00023: インポート・ビューがインストールされていません。DBAに連絡してください。
原因: 必要なインポート・ビューがインストールされていません。

処置: DBAに連絡して、必要なビューのインストールを要求します。

EXP-00037
EXP-00037: エクスポート・ビューはデータベースのバージョンと互換性がありません。

原因: エクスポート・ユーティリティがデータベースのバージョンより上位のバージョンです。
処置: データベースと同じバージョンのエクスポート・ユーティリティを使用します。

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i データベース・エラー・メッセージ』を参照してください。

� 1-64 ページの「リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・
ユーティリティおよびインポート・ユーティリティの使用上の制限」
も参照してください。

� 2-72 ページの「以前のリリースの Oracle のエクスポート・ファイルの
使用方法」も参照してください。
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インポ
2

インポートインポートインポートインポート

この章では、インポート・ユーティリティを使用して、エクスポート・ファイルを Oracle
データベースに読み込む方法について説明します。インポート・ユーティリティでは、エク
スポート・ユーティリティで作成されたエクスポート・ファイルのみ読込みができます。
データベースのエクスポート方法の詳細は、第 1 章を参照してください。他のオペレーティ
ング・システム・ファイルのデータのロードについては、第 II 部を参照してください。

この章の内容は、次のとおりです。

� インポート・ユーティリティとは

� インポート・ユーティリティを使用する前に

� 既存の表へのインポート

� インポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーの影響

� インポート・ユーティリティの起動

� インポート・モード

� オンライン・ヘルプの利用

� インポート・パラメータ

� インポート・セッションの例

� 対話方式の使用

� 警告、エラーおよび完了メッセージ

� 終了コードによる結果の検査と表示

� インポート中のエラー処理

� 表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・インポート

� 索引作成およびメンテナンスの制御

� データベースの断片化を解消する方法
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� ネットワークに関する考慮点

� キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに関する考慮点

� データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点

� マテリアライズド・ビューおよびスナップショット

� トランスポータブル表領域

� 記憶域パラメータ

� 表領域を削除する方法

� 表領域を再編成する方法

� 統計情報のインポート

� エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用したデータ
ベース移行のパーティション化

� 以前のリリースの Oracle のエクスポート・ファイルの使用方法
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インポート・ユーティリティとは
インポート・ユーティリティとはインポート・ユーティリティとはインポート・ユーティリティとはインポート・ユーティリティとは
インポート・ユーティリティは、エクスポート・ダンプ・ファイルからオブジェクトの定義
および表データを読み込みます。そして、データ・オブジェクトを Oracle データベースに
挿入します。

図 2-1 に、エクスポート・ダンプ・ファイルからのインポートのプロセスを示します。

図図図図 2-1 エクスポート・ファイルのインポートエクスポート・ファイルのインポートエクスポート・ファイルのインポートエクスポート・ファイルのインポート

エクスポート・ダンプ・ファイルは、Oracle のインポート・ユーティリティを使用した場合
のみ読込みが可能です。ダンプ・ファイルの作成に使用したエクスポート・ユーティリティ
より前のバージョンのインポート・ユーティリティは使用できません。

インポート・ユーティリティでは、リリース 5.1.22 以上のエクスポート・ユーティリティで
作成されたエクスポート・ファイルの読込みが可能です。

ASCII 固定形式ファイルまたは区切りファイルからデータをロードするには、SQL*Loader
ユーティリティを使用します。

参照参照参照参照 :

� エクスポート・ユーティリティの詳細は、第 1 章を参照してください。

� SQL*Loader ユーティリティの詳細は、第 II 部を参照してください。

表 1

表 2

表 3

表 4

表 5

表 6

表 1 表 5表 3

索引 1 索引 5表 4

表 2 表 6索引 4

データベースデータベース�エクスポート・ファイルエクスポート・ファイル�

索引 1

索引 4

索引 5
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インポート・ユーティリティとは
表オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト : インポートの順序インポートの順序インポートの順序インポートの順序
表オブジェクトは、エクスポート・ファイルから読み込まれたとおりにインポートされま
す。エクスポート・ファイルには、次の順序でオブジェクトが格納されています。

1. 型定義

2. 表定義

3. 表データ

4. 表索引

5. 整合性制約、ビュー、プロシージャおよびトリガー

6. ビットマップ索引、ファンクション索引およびドメイン索引

まず、新しい表が作成されます。次にデータがインポートされ、索引が作成されます。その
後トリガーがインポートされ、整合性制約が新しい表で使用可能になり、ビットマップ索
引、ファンクション索引またはドメイン索引（あるいはそのすべて）が作成されます。この
ようにインポートされると、表のインポート順序が原因でデータが拒否されることがなくな
ります。また、同じデータについて、トリガーが重複して 2 回（ 初の挿入時に 1 回、イン
ポート中に 1 回）起動することもなくなります。

たとえば、emp表に dept表に対する参照整合性制約が指定されて、emp表が 初にイン
ポートされた場合、この制約が使用可能になっていると、まだ deptにインポートされてい
ない部門を参照するすべての emp行が拒否されます。

データが既存の表にインポートされた場合でも、インポートの順序によっては参照整合性の
エラーが発生することがあります。前述の状況で、emp表がすでに存在していて、参照整合
性制約が使用可能になっている場合、多くの行が拒否されることがあります。

その表自体への参照整合性制約がある場合にも、同様の状況が発生します。たとえば、emp
表において scottの管理者が drakeで、drakeの行がまだロードされていない場合、イン
ポートが終了した場合には有効になるとしても、scottの行はロードされません。

注意注意注意注意 : このような理由から、既存の表にインポートする場合は、参照制
約を使用禁止にすることをお薦めします。インポートの完了後、再度制約
を使用可能にできます。
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インポート・ユーティリティを使用する前にインポート・ユーティリティを使用する前にインポート・ユーティリティを使用する前にインポート・ユーティリティを使用する前に
インポート・ユーティリティを使用する前に、次のことを行う必要があります。

� catexp.sqlまたは catalog.sqlスクリプトの実行

� 必要なアクセス権限を所有していることの確認

また、次の項も参照してください。

� 2-8 ページの「既存の表へのインポート」

� 2-10 ページの「インポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーの影響」

catexp.sql またはまたはまたはまたは catalog.sql の実行の実行の実行の実行
インポート・ユーティリティを使用するには、データベースを作成または Oracle9i へ移行し
た後で、スクリプト catexp.sqlまたは（catexp.sqlを実行する）catalog.sqlを実
行する必要があります。

データベースに対して、catexp.sqlまたは catalog.sqlを実行するのは 1 回のみです。
インポート・ユーティリティを実行するたびに、これらのスクリプトを再実行する必要はあ
りません。スクリプトを実行すると、次の処理が行われ、データベースはインポートに備え
て調整されます。

� IMP_FULL_DATABASEロールへのすべての必要な権限の割当て

� DBAロールへの IMP_FULL_DATABASEの割当て

� データ・ディクショナリへの必要なビューの作成

注意注意注意注意 : スクリプト・ファイルの実際の名前は、システムによって異なり
ます。スクリプトのファイル名およびそれらの実行方法については、ご使
用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してく
ださい。
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アクセス権限の確認アクセス権限の確認アクセス権限の確認アクセス権限の確認
この項では、インポート・ユーティリティを使用してユーザー自身の所有するスキーマまた
は他のユーザーのスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限について説明
します。

インポート・ユーティリティを使用するには、Oracle データベース・サーバーにログインす
るための CREATE SESSION権限が必要です。この権限は、データベースの作成時に設定さ
れる CONNECTロールに含まれます。

他のユーザーが作成したエクスポート・ファイルをインポートすることもできます。ただ
し、EXP_FULL_DATABASE権限を所有するユーザーが作成したエクスポート・ファイルを
インポートするには、IMP_FULL_DATABASE権限が必要です。通常、DBA には両方の権限
が付与されています。

オブジェクトをスキーマにインポートする方法オブジェクトをスキーマにインポートする方法オブジェクトをスキーマにインポートする方法オブジェクトをスキーマにインポートする方法
表 2-1 に、自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限を示します。
これらのすべての権限は、あらかじめ RESOURCEロールに含まれています。

表表表表 2-1 自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）

クラスタ CREATE CLUSTER（システム）および表領域割当て制限、または

UNLIMITED TABLESPACE（システム）

データベース・リンク CREATE DATABASE LINK（システム）およびリモート・データ

ベースの場合は CREATE SESSION（システム）

表のトリガー CREATE TRIGGER（システム）

スキーマのトリガー CREATE ANY TRIGGER（システム）

索引 CREATE INDEX（システム）および表領域割当て制限、または

UNLIMITED TABLESPACE（システム）

整合性制約 ALTER TABLE（オブジェクト）

ライブラリ CREATE ANY LIBRARY（システム）

パッケージ CREATE PROCEDURE（システム）

プライベート・シノニム CREATE SYNONYM（システム）

順序 CREATE SEQUENCE（システム）

スナップショット CREATE SNAPSHOT（システム）

ストアド・ファンクション CREATE PROCEDURE（システム）

ストアド・プロシージャ CREATE PROCEDURE（システム）
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権限のインポート権限のインポート権限のインポート権限のインポート
他のユーザーに付与されている権限をインポートするには、インポートを開始したユーザー
がそのオブジェクトの所有者であるか、With Grant Opition付きのオブジェクト権限を
所有している必要があります。表 2-2 に、権限がターゲット・システムで有効となるために
必要な条件を示します。

他のスキーマへのオブジェクトのインポート他のスキーマへのオブジェクトのインポート他のスキーマへのオブジェクトのインポート他のスキーマへのオブジェクトのインポート
オブジェクトを他のユーザーのスキーマにインポートする場合は、IMP_FULL_DATABASE
ロールを使用可能にしておく必要があります。

表データ INSERT TABLE（オブジェクト）

表定義（コメントおよび監
査オプションを含む）

CREATE TABLE（システム）および表領域割当て制限、または

UNLIMITED TABLESPACE（システム）

ビュー 実表の場合は CREATE VIEW（システム）および SELECT（オブ

ジェクト）、または SELECT ANY TABLE（システム）

オブジェクト型 CREATE TYPE（システム）

外部関数ライブラリ CREATE LIBRARY（システム）

ディメンション CREATE DIMENSION（システム）

演算子 CREATE OPERATOR（システム）

索引タイプ CREATE INDEXTYPE（システム）

表表表表 2-2 権限のインポートに必要な権限権限のインポートに必要な権限権限のインポートに必要な権限権限のインポートに必要な権限

権限権限権限権限 条件条件条件条件

オブジェクト権限 オブジェクトがユーザーのスキーマに存在しているか、

ユーザーが With Grant Option付きのオブジェクト権限を所

有しているか、または

IMP_FULL_DATABASEロールを使用可能にする必要があります。

システム権限 ユーザーが With Admin Optionおよび SYSTEM権限を所有し

ている必要があります。

表表表表 2-1 自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限（続き）自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限（続き）自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限（続き）自分のスキーマにオブジェクトをインポートするために必要な権限（続き）

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）必要な権限（該当する場合の権限タイプ）
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システム・オブジェクトのインポートシステム・オブジェクトのインポートシステム・オブジェクトのインポートシステム・オブジェクトのインポート
システム・オブジェクトを全データベース・エクスポート・ファイルからインポートする場
合は、IMP_FULL_DATABASEロールを使用可能にする必要があります。エクスポート・
ファイルが全エクスポートの場合にパラメータ FULLを指定すると、次のシステム・オブ
ジェクトがインポート対象に含まれます。

� プロファイル

� パブリック・データベース・リンク

� パブリック・シノニム

� ロール

� ロールバック・セグメント定義

� リソース・コスト

� 外部関数ライブラリ

� コンテキスト・オブジェクト

� システム・プロシージャ・オブジェクト

� システム監査オプション

� システム権限

� 表領域定義

� 表領域割当て制限

� ユーザー定義

� ディレクトリ別名

� システム・イベント・トリガー

既存の表へのインポート既存の表へのインポート既存の表へのインポート既存の表へのインポート
この項では、既存の表にデータをインポートする場合に考慮すべき点について説明します。
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既存の表へのインポート
データのインポート前に手動で表を作成する方法データのインポート前に手動で表を作成する方法データのインポート前に手動で表を作成する方法データのインポート前に手動で表を作成する方法
エクスポート・ファイルから表にデータをインポートする前に手動で表を作成する場合は、
以前使用した表定義を使用するか、互換性のある形式を使用して表を作成します。たとえ
ば、列幅の増加および列順序の変更はできますが、次のことはできません。

� NOT NULL列の追加

� 互換性がないデータ型への列のデータ型の変更（たとえば、LONG型から NUMBER型へ
の変更）

� 表で使用されているオブジェクト型定義の変更

� DEFAULT列値の変更

参照制約を使用禁止にする方法参照制約を使用禁止にする方法参照制約を使用禁止にする方法参照制約を使用禁止にする方法
通常のインポートの順序では、参照制約はすべての表がインポートされた後にインポートさ
れます。この順序でインポートすることによって、まだインポートされていないデータに対
する参照整合性制約が存在する場合に発生するエラーを回避できます。

データが既存の表にロードされる場合に、このようなエラーが発生することがあります。た
とえば、表 empで mgr列に参照整合性制約が定義されており、その制約によって表 emp内
のマネージャ番号が検証される場合、マネージャの行がインポートされていない時点では、
従業員の行が完全に基準を満たしていても、参照整合性制約の違反になることがあります。

このようなエラーが発生すると、エラー・メッセージが生成され、失敗した行をバイパスし
て、引き続き他の行が表にインポートされます。制約を手動で使用禁止にすると、このエ
ラーを回避できます。

複数の表にまたがって参照制約が存在すると、問題になることがあります。たとえば、emp
表の順序がエクスポート・ファイル内で dept表より先であるにもかかわらず、emp表から
dept表へ参照チェックが行われると、参照制約違反のため、emp表のいくつかの行がイン
ポートされないことがあります。

このようなエラーが発生しないようにするには、データを既存の表にインポートするとき
に、参照整合性制約を使用禁止にします。

注意注意注意注意 : データをインポートする前に表を手動で作成した場合は、表がす
でに存在するため、エクスポート・ダンプ・ファイルで CREATE TABLE
文を実行するとエラーが発生します。このエラーを回避して、表へのデー
タのロードを継続するには、インポートパラメータを IGNORE=yに設定し
ます。設定しない場合、表作成エラーが発生し、データは表にロードされ
ません。
インポート 2-9



インポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーの影響
手動によるインポートの順序付け手動によるインポートの順序付け手動によるインポートの順序付け手動によるインポートの順序付け
インポート後に制約が再び使用可能にされると、表全体がチェックされますが、大きな表の
場合はチェックに時間がかかることがあります。表のチェックにかかる時間が長すぎる場
合、インポートを手動で順序付ける方が効率的なこともあります。

そのためには、エクスポート・ファイルからのインポートを 1 回ではなく複数回に分けて実
行します。まず、参照チェックのターゲットである表をインポートします。次に、これらの
表を参照する表をインポートします。表が循環的に相互参照している場合、および表がその
表自体を参照している場合を除き、この方法は有効です。

インポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーのインポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーのインポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーのインポート操作上のスキーマおよびデータベース・トリガーの
影響影響影響影響

特定のスキーマに対する DDL イベントまたはデータベースに対する DDL 関連イベントで実
行するように定義されているトリガーは、システム・トリガーです。これらのトリガーは、
特定のインポート操作に悪い影響を与える場合があります。たとえば、表などのデータベー
ス・オブジェクトを正常に再作成できない場合があります。これによって、トリガーが原因
で問題が発生したということがわからないエラーが返されます。

データベース管理者およびシステム・トリガーを作成するユーザーは、このようなトリガー
によって、ユーザーが、権限を持つデータベースの操作を実行できなくなることがないよう
に確認する必要があります。システム・トリガーをテストするには、次の手順に従います。

1. トリガーを定義します。

2. データベース・オブジェクトを作成します。

3. 表モードまたはユーザーモードでオブジェクトをエクスポートします。

4. オブジェクトを削除します。

5. オブジェクトをインポートします。

6. オブジェクトが正常に再作成されていることを確認します。

注意注意注意注意 : 全エクスポートでは、スキーマ SYSが所有するトリガーはエクス
ポートされません。SYSトリガーは、全インポートの前後のいずれかに手
動で再作成する必要があります。SYSトリガーによってインポートの進行
を妨げるような処理が定義されないように、SYSトリガーはインポートの
後に再作成することをお薦めします。
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インポート・ユーティリティの起動
インポート・ユーティリティの起動インポート・ユーティリティの起動インポート・ユーティリティの起動インポート・ユーティリティの起動
次のいずれかの方法を使用して、インポート・ユーティリティの起動およびパラメータの指
定ができます。

� コマンドライン

� 対話方式のインポート・プロンプト

� パラメータ・ファイル

これらのいずれかの方法でインポート・ユーティリティを起動する前に、使用可能なパラ
メータについての説明を必ず読んでください。詳細は、2-15 ページの「インポート・パラ
メータ」を参照してください。

コマンドラインコマンドラインコマンドラインコマンドライン
次の構文を使用して、すべての有効なパラメータおよびその値をコマンドラインから指定で
きます。

imp username/password PARAMETER=value 

または

imp username/password PARAMETER=(value1,value2,...,valuen)

システムでのコマンドラインの 大長を超える数のパラメータは指定できません。

対話方式のインポート・プロンプト対話方式のインポート・プロンプト対話方式のインポート・プロンプト対話方式のインポート・プロンプト
インポート・ユーティリティのプロンプトで各パラメータ値を入力する場合は、次の構文を
使用して対話方式モードでインポート・ユーティリティを起動します。

imp username/password

値を入力する各パラメータがインポート・ユーティリティによって表示されます。この方法
は下位互換性に対して提供されていますが、他の方法よりも機能的に劣るためお薦めしませ
ん。詳細は、2-45 ページの「対話方式の使用」を参照してください。

パラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイルパラメータ・ファイル
パラメータ・ファイルに、すべての有効なパラメータおよびその値を指定できます。パラ
メータを 1 つのファイルに格納することによって、パラメータを簡単に変更または再利用で
きるため、インポート・ユーティリティの起動方法としてパラメータを 1 つのファイルに格
納することをお薦めします。データベースごとに別のパラメータを使用する場合は、複数の
パラメータ・ファイルを作成できるので、それぞれにパラメータ・ファイルを用意すると便
利です。
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インポート・ユーティリティの起動
フラット・ファイル用のテキスト・エディタを使用してパラメータ・ファイルを作成しま
す。コマンドライン・オプション PARFILE=filenameを指定すると、インポート・ユー
ティリティは、コマンドラインからではなく指定されたファイルからパラメータを読み込み
ます。次に例を示します。

imp PARFILE=filename
imp username/password PARFILE=filename

初の例では、コマンドラインで username/passwordを指定しないで、パラメータ・
ファイルで指定する方法が示されています。ただし、セキュリティ上の理由から、この方法
はお薦めしません。

パラメータ・ファイルは、次のいずれかの構文を使用して指定します。

PARAMETER=value
PARAMETER=(value)
PARAMETER=(value1, value2, ...)

次に、パラメータ・ファイル内のリストの一部を示します。

FULL=y
FILE=dbay
INDEXES=y
CONSISTENT=y

シャープ（#）記号を使用すると、パラメータ・ファイルにコメントを追加できます。
シャープ（#）の右側にある文字はすべて無視されます。

コマンドラインでのパラメータの入力と同時にパラメータ・ファイルを指定できます。実
際、パラメータ・ファイルとコマンドラインの両方に同じパラメータを指定することもでき
ます。コマンドラインでの PARFILEパラメータと他のパラメータの位置によって、優先さ
れるパラメータが決まります。たとえば、パラメータ・ファイル params.datでパラメー
タ INDEXES=yを指定し、インポート・ユーティリティを次のコマンドで起動するとしま
す。

imp username/password PARFILE=params.dat INDEXES=n

この場合、INDEXES=nは PARFILE=params.datの後にあるため、パラメータ・ファイル
に指定されている INDEXESパラメータの値は、INDEXES=nによって上書きされます。

注意注意注意注意 : パラメータ・ファイルの 大サイズは、オペレーティング・シス
テムによって制限されます。また、パラメータ・ファイル名はオペレー
ティング・システムのネーミング規則に従います。詳細は、ご使用のオペ
レーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。
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インポート・ユーティリティの起動
SYSDBA でのインポート・ユーティリティの起動でのインポート・ユーティリティの起動でのインポート・ユーティリティの起動でのインポート・ユーティリティの起動
SYSDBAは内部的に使用され、一般ユーザーとは異なる特別な機能を持ちます。そのため、
通常、次の場合以外は、インポート・ユーティリティを SYSDBAで起動する必要はありませ
ん。

� オラクル社カスタマ・サポート・センターから要求された場合

� トランスポータブル表領域セットをインポートする場合

SYSDBAでインポート・ユーティリティを起動するには、必要なパラメータまたはパラメー
タ・ファイル名を追加して次の構文を使用します。

imp \'username/password AS SYSDBA\'

オプションで、インスタンス名の指定もできます。

imp \'username/password@instance AS SYSDBA\' 
 
ユーザー名またはパスワードを指定しないと、入力するように要求されます。

この例では、接続文字列全体が一重引用符およびバックスラッシュで囲まれています。これ
は、文字列 AS SYSDBAに空白が含まれるため、ほとんどのオペレーティング・システム
で、文字列全体を一重引用符で囲むか、なんらかの方法でリテラルとしてマークする必要が
あるためです。オペレーティング・システムによっては、コマンドラインの一重引用符自体
をエスケープする必要がある場合もあります。この例では、バックスラッシュがエスケープ
文字として使用されます。バックスラッシュがない場合、エクスポート・ユーティリティで
使用されるコマンドライン解析機能での一重引用符として認識されるため、一重引用符はエ
クスポート・ユーティリティを起動する前に削除されてしまいます。

システムの特殊文字および予約文字の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム固有の
Oracle マニュアルを参照してください。

インポート・ユーティリティの対話方式モードを使用する場合の詳細は、2-45 ページの「対
話方式の使用」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� インポート・パラメータの詳細は、2-15 ページの「インポート・パラ
メータ」を参照してください。

� リモートのデータベースからインポートを指定する方法の詳細は、
2-56 ページの「Oracle Net を使用したエクスポートおよびインポー
ト」を参照してください。
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インポート・モード
インポート・モードインポート・モードインポート・モードインポート・モード
インポート・ユーティリティには、次の 4 種類のモードがあります。

� 全データベース・モード
IMP_FULL_DATABASEロールを持つユーザーのみが、全データベース・エクスポート・
ダンプ・ファイルをインポートできます。FULLパラメータを使用してこのモードを指
定します。

� トランスポータブル表領域モード
特権ユーザーが、一連の表領域を、ある Oracle データベースから他の Oracle データ
ベースに移動できます。TRANSPORT_TABLESPACEパラメータを使用してこのモードを
指定します。

� ユーザー（所有者）・モード
所有するすべてのオブジェクト（表、権限、索引、プロシージャなど）をインポートで
きます。特権ユーザーがユーザー・モードでインポートする場合、指定したユーザー・
グループのユーザーのスキーマにあるすべてのオブジェクトをインポートできます。
FROMUSERパラメータを使用してこのモードを指定します。

� 表モード
指定した表およびパーティションをインポートできます。特権ユーザーは、インポート
する表を含むスキーマを指定して、その表を修飾できます。TABLESパラメータを使用
してこのモードを指定します。

表モードおよびユーザー・モードは、すべてのユーザーが使用できます。
IMP_FULL_DATABASEロールを持つユーザー（特権ユーザー）は、すべてのモードでイン
ポートできます。

IMP_FULL_DATABASEロールを持つユーザーは、これらのモードのいずれかを指定する必
要があります。指定しない場合、インポートはエラーになります。IMP_FULL_DATABASE
ロールを持たないユーザーがこれらのモードをいずれも指定しない場合は、ユーザー・レベ
ルのインポートが実行されます。

インポートされるオブジェクトは、選択したインポート・モードおよび使用したエクスポー
ト・モードによって決まります。

注意注意注意注意 : 表モードを使用して ANYDATA型の列を含む表をインポートする場
合、次のエラーが発生する場合があります。

ORA-22370: Nonexistent type メソッドの使用方法が正しくありません。

このメッセージは、ANYDATA列が、データベースに存在しない他の型に
依存することを示します。表モードを使用して ANYDATA型を使用する表
をインポートする前に、手動で、ターゲット・データベース内に依存型を
作成する必要があります。
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インポート・パラメータ
オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用オンライン・ヘルプの利用
インポート・ユーティリティにはオンライン・ヘルプが用意されています。ヘルプを起動す
るには、コマンドラインで imp HELP=yを入力します。

インポート・パラメータインポート・パラメータインポート・パラメータインポート・パラメータ
パラメータ・ファイルまたはコマンドラインで指定可能なパラメータの構文を次の図に示し
ます。図の後に、各パラメータについて説明します。

Import_start

ImpModes

参照参照参照参照 :

� これらのパラメータの各構文の詳細は、2-15 ページの「インポート・
パラメータ」を参照してください。

� 各エクスポート・モードでエクスポートされているオブジェクトのリ
ストは、1-9 ページの表 1-1 を参照してください。

imp

HELP = Y

username / password
@ connect_string AS SYSDBA

ImpModes ImpOpts

FULL = Y

FROMUSER = ImpUserOpts TOUSER = ImpUserOpts
TABLES = ImpTableOpts

TABLES = ImpTableOpts

TRANSPORT_TABLESPACE =
Y

N
ImpTTSOpts ImpTTSFiles
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インポート・パラメータ
ImpUserOpts

ImpTableOpts

ImpTTSOpts

ImpTTSFiles

( username

,

)

( tablename

:
partition

subpartition

,

)

TABLESPACES = ( tablespacename

,

) TTS_OWNERS = ( schemaname

,

)

DATAFILES = ( filename

,

)
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インポート・パラメータ
ImpOpts

ImpFileOpts

ROWS =
Y

N

COMMIT =
Y

N

FEEDBACK = integer

BUFFER = integer

IGNORE =
Y

N

DESTROY =
Y

N

INDEXES =
Y

N

CONSTRAINTS =
Y

N

SKIP_UNUSABLE_INDEXES =
Y

N

STREAMS_CONFIGURATION =
Y

N

STREAMS_INSTANTIATION =
Y

N

,
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インポート・パラメータ
ImpOpts_continued

GRANTS =
Y

N

STATISTICS =

always

safe

recalculate

none

TOID_NOVALIDATE = (
schemaname .

typename

,

)

SHOW =
Y

N

RESUMABLE =
Y

N

RESUMABLE_NAME = resumable_string

RESUMABLE_TIMEOUT = integer

COMPILE =
Y

N

,
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インポート・パラメータ
ImpFileOpts

次に、パラメータの機能およびデフォルト値について説明します。

BUFFER
デフォルト : オペレーティング・システムによって異なります。

BUFFERに指定された整数は、転送したデータ行を格納するバッファのバイト数です。

BUFFERによって、インポートで挿入される配列の行数が決定します。所定の行配列の挿入
に必要なバッファ・サイズは、次のように計算できます。

buffer_size = rows_in_array * maximum_row_size

LONG、LOB、BFILE、REF、ROWID、UROWIDまたは DATEの列が含まれている表は、1 回
に 1 行ずつ挿入されます。バッファ・サイズは（LOBおよび LONG列の場合以外は）、行全
体を格納できるだけの容量が必要です。バッファ・サイズが足りずに表の 長の行を格納で
きない場合、インポート・ユーティリティはさらに大きいサイズのバッファを割り当てよう
とします。

CHARSET
このパラメータは、Oracle バージョン 5 およびバージョン 6 のエクスポート・ファイルにの
み適用されます。このパラメータはできるだけ使用しないでください。これは、下位バー
ジョンとの互換性のためにのみ用意されているパラメータです。このパラメータは将来廃止
される予定です。このパラメータの使用方法の詳細は、2-75 ページの「CHARSET パラメー
タ」を参照してください。

注意注意注意注意 : このパラメータのデフォルト値については、ご使用のオペレー
ティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

PARFILE = filename

FILE = filename

FILESIZE = number_of_bytes

VOLSIZE = number_of_bytes

LOG = filename

RECORDLENGTH = integer

INDEXFILE = filename
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インポート・パラメータ
COMMIT
デフォルト : n

配列を挿入するたびにコミットするかどうかを指定します。デフォルトでは、各表はロード
された後にのみコミットされ、エラーが発生した場合はロールバックを実行してから次のオ
ブジェクトに進みます。

表にネストした表の列または属性が含まれている場合、ネストした表の内容は、それぞれ別
の表としてインポートされます。したがって、ネストした表の内容は、常に、外部表をコ
ミットしたトランザクションとは別のトランザクションとしてコミットされます。

パーティション表の場合に COMMIT=nを指定すると、エクスポート・ファイルのそれぞれの
パーティションおよびサブパーティションは、別のトランザクションとしてインポートされ
ます。

COMMIT=yを指定すると、ロールバック・セグメントが極端に大きくなることがなくなり、
大容量インポートのパフォーマンスが向上します。表に一意制約がある場合は、COMMIT=y
と指定する必要があります。インポートが再開すると、すでにインポートされている行はす
べて拒否され、リカバリ可能なエラーとして通知されます。

表に一意制約がない場合は、再度インポートを実行したときに、すでにインポート済の行も
インポートされるので、行が二重にインポートされます。

LONG、LOB、BFILE、REF、ROWID、UROWIDまたは DATEの列が含まれている表は、配列
単位では挿入されません。COMMIT=yが指定されていると、各行の挿入後に表がコミットさ
れます。

COMPILE
デフォルト : y

パッケージ、プロシージャおよびファンクションを、作成時にインポート・ユーティリティ
でコンパイルするかどうかを指定します。

COMPILE=nの場合、これらのユニットは 初の使用時にコンパイルされます。たとえば、
ドメイン索引作成に使用されるパッケージは、ドメイン索引作成時にコンパイルされます。

参照参照参照参照 : 2-62 ページの「ストアド・プロシージャ、ファンクションおよび
パッケージのインポート」を参照してください。
2-20 Oracle9i データベース・ユーティリティ



インポート・パラメータ
CONSTRAINTS
デフォルト : y

表の制約をインポートするかどうかを指定します。デフォルトでは、制約をインポートしま
す。制約をインポートしないようにするには、このパラメータ値を nに設定します。

IOT およびオブジェクト表の主キー制約は、常にインポートされます。

DATAFILES
デフォルト : なし

TRANSPORT_TABLESPACEに yを指定した場合、データベースに転送するデータ・ファイル
を、このパラメータを使用して表示します。

DESTROY
デフォルト : n

データベースを構成している既存のデータ・ファイルを再利用するかどうかを指定します。
DESTROY=yを指定して CREATE TABLESPACEコマンドの datafile句に REUSEオプショ
ンを付けることによって、元のデータベースのデータ・ファイルの内容を削除した後でこれ
らのファイルを再利用します。

エクスポート・ファイルには、各表領域で使用されるデータ・ファイル名が格納されていま
す。DESTROY=yを指定し、（テストや他の目的で）同一システム上に 2 番目のデータベース
を作成しようとすると、表領域の作成時に、元のデータベースのデータ・ファイルが上書き
されます。このような場合、デフォルトの DESTROY=nを指定すると、表領域作成時にすで
にデータ・ファイルがある場合は、エラーが返されます。また、元のデータベースへイン
ポートする必要がある場合は、IGNORE=yを指定し、既存のデータ・ファイルを置換せずに
追加します。

参照参照参照参照 : 2-34 ページの「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : データ・ファイルが RAW デバイスに格納されている場合は、
DESTROY=nを指定しても、ファイルは上書きされます。
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FEEDBACK
デフォルト : 0（ゼロ）

n行分のインポートを 1 つのピリオドで示すプログレス・バーの表示を指定します。たとえ
ば、FEEDBACK=10を指定すると、10 行分のインポートが終了するたびにピリオドが 1 つ表
示されます。FEEDBACK値は、インポートされるすべての表に適用されるため、表単位では
設定できません。

FILE
デフォルト : expdat.dmp

インポートするエクスポート・ファイル名を指定します。デフォルトの拡張子は、.dmpで
す。エクスポート・ユーティリティは、複数ファイルのエクスポートをサポートしているた
め（次の FILESIZEパラメータの説明を参照）、複数のインポート・ファイル名が必要な場
合もあります。次に例を示します。

imp scott/tiger IGNORE=y FILE = dat1.dmp, dat2.dmp, dat3.dmp FILESIZE=2048
 
ユーザー自身がエクスポートしたファイルでなくても指定できますが、そのファイルに対す
る読込み権限が必要です。他のユーザーがエクスポートしたエクスポート・ファイルの場合
は、IMP_FULL_DATABASEロールが必要です。

FILESIZE
デフォルト : オペレーティング・システムによって異なります。

エクスポート・ユーティリティでは複数のエクスポート・ファイルへの書込みがサポートさ
れており、インポート・ユーティリティでは複数のエクスポート・ファイルからの読込みが
可能です。エクスポート FILESIZEパラメータの値（バイト制限）を指定すると、エクス
ポート・ユーティリティでは、それぞれのダンプ・ファイルに指定したバイト数のみが書き
込まれます。インポート・ユーティリティでは、エクスポートの 大ダンプ・ファイル・サ
イズを指定するために、インポート FILESIZEパラメータを使用する必要があります。

FILESIZEの値は、数字に KB（キロバイト数）を付けて指定できます。たとえば、
FILESIZE=2KBは、FILESIZE=2048と同じです。同様に、MB はメガバイト（1024 ×
1024）を、GB はギガバイト（1024 の 3 乗）を表します。B はバイトの省略です。この場合、
終的なファイルサイズの算出に乗算は不要です（FILESIZE=2048Bは、

FILESIZE=2048と同じです）。

注意注意注意注意 : ファイルに格納可能な 大値は、オペレーティング・システムに
よって異なります。この 大値については、FILESIZEを指定する前に、
ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルで確認し
てください。
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ダンプ・ファイルの 大サイズの詳細は、1-22 ページの「FILESIZE」を参照してください。

FROMUSER
デフォルト : なし

インポートするスキーマをカンマで区切ったリスト。このパラメータは、IMP_FULL_
DATABASEロールを持つユーザーにのみ関係があります。このパラメータで、複数のスキー
マを含むエクスポート・ファイル（たとえば、全エクスポート・ダンプ・ファイルまたは複
数スキーマのユーザー、ユーザー・モードのエクスポート・ダンプ・ファイルなど）からス
キーマのサブセットをインポートできます。

ファンクション索引、ファンクション、プロシージャ、トリガー、型本体、ビューなどの内
部に表示されるスキーマ名は、FROMUSERまたは TOUSERの処理には影響されません。影響
を受けるのは、オブジェクト名のみです。インポートの完了後、TOUSERスキーマに含まれ
る項目が古いスキーマ（FROMUSER）を参照しているかどうかを手動で確認し、必要に応じ
て修正する必要があります。

通常は、インポート・パラメータ TOUSERと FROMUSERを組み合せて使用し、インポート
のターゲットとなるスキーマの所有者ユーザー名のリストを指定します（2-33 ページの

「TOUSER」を参照）。ただし、TOUSERを指定しない場合、次のようにインポートされます。

� エクスポート・ファイルが、全データベース・モードのダンプ・ファイル、または複数
スキーマ、ユーザー・モードのエクスポート・ダンプ・ファイルの場合、FROMUSERの
スキーマへオブジェクトをインポートします。

� エクスポート・ファイルが単一のスキーマで、ユーザー・モードのエクスポート・ダン
プ・ファイルが権限のないユーザーに作成された場合、（インポート時に FROMUSERス
キーマが存在するかどうかにかかわらず）インポートするユーザーのスキーマにオブ
ジェクトを作成します。

FULL
デフォルト : n

エクスポート・ファイル全体をインポートするかどうかを指定します。

注意注意注意注意 : FROMUSER=SYSTEMを指定しても、システム・オブジェクトはイ
ンポートされず、ユーザー SYSTEMが所有するスキーマ・オブジェクトの
みがインポートされます。
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GRANTS
デフォルト : y

オブジェクト権限をインポートするかどうかを指定します。

デフォルトでは、エクスポートされたオブジェクト権限はすべてインポートされます。ユー
ザー・モードでエクスポートが実行されている場合は、第 1 レベルのオブジェクト権限（所
有者によって付与されているもの）のみがエクスポート・ファイルにインポートされます。

全データベース・モードでエクスポートが実行されている場合は、下位レベルのオブジェク
ト権限（With Grant Optionで権限が付与されたユーザーによって付与されているもの）
を含むすべての権限が、エクスポート・ファイルにインポートされます。GRANTS=nを指定
すると、オブジェクト権限はインポートされません（GRANTS=nを指定しても、システム権
限はインポートされます）。

HELP
デフォルト : なし

インポート・パラメータの説明を表示します。ヘルプを起動するには、コマンドラインで
imp HELP=yを入力します。

IGNORE
デフォルト : n

オブジェクト作成エラーの処理方法を指定します。デフォルトの IGNORE=nが指定されてい
る場合は、オブジェクト作成エラーがログに記録または表示されて、インポートが続行され
ます。

IGNORE=yを指定すると、データベース・オブジェクトの作成時に作成エラーが発生して
も、このエラーは無視され、エラーはレポートされずに継続します。

無視されるのはオブジェクト作成エラーのみです。オペレーティング・システム、データ
ベース、SQL などのエラーは無視されず、場合によっては処理が停止します。

IGNORE=yが指定され、1 つのエクスポート・ファイルから何回もリフレッシュが行われる
場合、オブジェクトが何回も作成される場合があります（ただし、各オブジェクトには一意
のシステム定義名が付けられます）。特定のオブジェクト（たとえば、制約など）に対して
は、CONSTRAINTS=nを指定してインポートを実行すると、この問題を回避できます。

注意注意注意注意 : エクスポート・ユーティリティでは、セキュリティ上の理由から、
インポートに影響するデータ・ディクショナリ・ビューの権限はエクス
ポートされません。このような権限がエクスポートされると、インポート
したユーザーが気付かないうちに、アクセス権が変更される場合がありま
す。
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CONSTRAINTS=nを指定して全インポートを実行すると、表の制約はインポートされませ
ん。

表がすでに存在する場合、IGNORE=yを指定すると、行は既存の表にインポートされ、エ
ラーやメッセージは出力されません。新しい記憶域パラメータを使用するため、またはクラ
スタにすでに表を作成済であるため、すでに存在する表にデータをインポートする場合があ
ります。

表がすでに存在する場合、IGNORE=nを指定すると、エラーがレポートされ、表は、行が挿
入されないままスキップされます。また、表に依存するオブジェクト（索引、権限、制約な
ど）は作成されません。

INDEXES
デフォルト : y

索引をインポートするかどうかを指定します。LOB 索引、OID 索引、一意制約索引など、
システムによって作成される索引は、このパラメータの指定に関係なく、インポート・ユー
ティリティによって自動的に再作成されます。

INDEXES=nを指定すると、すべてのユーザー作成索引をインポートの終了後に作成できま
す。

インポート時、ターゲット表にすでに索引が存在する場合は、データ挿入時にターゲット表
の索引のメンテナンスを実行します。

INDEXFILE
デフォルト : なし

索引作成文を受け取るファイルを指定します。

このパラメータを指定すると、指定したモードでの索引作成文は、データベース中に索引を
作成するために使用されるのではなく、抽出されて指定のファイルに書き込まれます。デー
タベース・オブジェクトはインポートされません。

インポート・パラメータ CONSTRAINTSに yを設定している場合、索引ファイルに表制約も
書き込まれます。

その後、このファイルを編集して（記憶域パラメータの変更など）、索引を作成するための
SQL スクリプトとして使用できます。

ファイル内で定義されている索引をさらに簡単に識別するために、エクスポート・ファイル
の CREATE TABLE文および CREATE CLUSTER文がコメントとして含まれます。

注意注意注意注意 : 既存の表へのインポート時に、表の列の索引が一意でない場合、
行データが重複することがあります。
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この機能を使用するには、次の手順を実行します。

1. INDEXFILEパラメータを使用してインポートを行い、索引作成文のファイルを作成し
ます。

2. ファイルを編集して、有効なパスワードを connect文字列に追加します。

3. INDEXES=nを指定してインポートを再実行します。

（この手順でデータベース・オブジェクトがインポートされますが、エクスポート・
ファイルに格納されている索引定義は使用されません。）

4. 索引作成文のファイルを SQL スクリプトとして実行し、索引を作成します。

INDEXFILEパラメータを指定できるのは、FULL=y、FROMUSER、TOUSERまたは
TABLESパラメータを指定した場合のみです。

LOG
デフォルト : なし

情報メッセージおよびエラー・メッセージを受け取るファイルを指定します。ログ・ファイ
ルを指定すると、端末画面およびログ・ファイルの両方にインポートに関する情報が書き込
まれます。

PARFILE
デフォルト : なし

インポート・パラメータのリストを格納するファイルのファイル名を指定します。パラメー
タ・ファイルの使用方法の詳細は、2-11 ページの「インポート・ユーティリティの起動」を
参照してください。

RECORDLENGTH
デフォルト : オペレーティング・システムによって異なります。

ファイル・レコードの長さをバイト単位で指定します。RECORDLENGTHパラメータは、異
なるデフォルト値を使用する別のオペレーティング・システムにエクスポート・ファイルを
転送する場合に指定する必要があります。

このパラメータを指定しない場合、ご使用のプラットフォーム固有の BUFSIZのデフォルト
値が採用されます。BUFSIZのデフォルト値の詳細は、ご使用のオペレーティング・システ
ム固有のドキュメントを参照してください。

RECORDLENGTHは、ご使用のシステムの BUFSIZの値以上の任意の値に設定できます（
大値は 64KB です）。RECORDLENGTHパラメータの変更により影響を受けるのは、データ
ベースに書き出す前に累積されるデータのサイズのみです。オペレーティング・システム・
ファイルのブロック・サイズには影響しません。
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このパラメータは、インポート・ユーティリティの I/O バッファのサイズ指定にも使用でき
ます。

RESUMABLE
デフォルト : n

再開可能な領域割当てを有効または無効にします。このパラメータはデフォルトでは無効な
ため、関連する RESUMABLE_NAMEパラメータおよび RESUMABLE_TIMEOUTパラメータを
使用するには、RESUMABLE=yに設定する必要があります。

RESUMABLE_NAME
デフォルト : 'User USERNAME (USERID), Session SESSIONID, Instance 
INSTANCEID'

再開可能な文を指定します。この値はユーザー定義のテキスト文字列で、
USER_RESUMABLEまたは DBA_RESUMABLEビューに挿入して、一時停止されている特定の
再開可能な文を識別できます。

RESUMABLEパラメータを yに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしないかぎり、こ
のパラメータは無視されます。

RESUMABLE_TIMEOUT
デフォルト : 7200秒（2 時間）

エラー修正に必要な時間を指定します。タイムアウト時間内にエラーを修正できない場合
は、文の実行が強制終了されます。

RESUMABLEパラメータを yに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしないかぎり、こ
のパラメータは無視されます。

注意注意注意注意 : 適切な値の判断や他のレコード・サイズでのファイルの作成につ
いては、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアル
を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

� 再開可能な領域割当ての詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。
インポート 2-27



インポート・パラメータ
ROWS
デフォルト : y

表のデータ行をインポートするかどうかを指定します。

SHOW
デフォルト : n

SHOW=yを指定すると、エクスポート・ファイルの内容が画面に表示されますが、インポー
トは実行されません。エクスポート・ファイルに含まれる SQL 文は、インポート・ユー
ティリティでその文が実行される順序で表示されます。

SHOWパラメータを指定できるのは、FULL=y、FROMUSER、TOUSERまたは TABLESパラ
メータを指定した場合のみです。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES
デフォルト : n

（システムまたはユーザーのいずれかによって）索引使用禁止に設定されている索引を、イ
ンポート・ユーティリティで作成するかどうかを指定します。他の索引（事前に索引使用禁
止に設定されていない索引）に対しては、行の挿入時にメンテナンス処理が行われます。

このパラメータを使用すると、選択した索引パーティションに対する索引のメンテナンス
を、行データの挿入が完了するまで延期できます。インポート後、影響を受けた索引パー
ティションの再作成が必要です。

INDEXES=nを指定して INDEXFILEパラメータを使用すると、索引の再作成を行う SQL ス
クリプトを作成できます。このパラメータを指定しないと、行挿入によって使用禁止索引を
メンテナンスする場合、その行挿入によってエラーが発生します。

注意注意注意注意 : 一意で使用禁止状態の索引に対しては、索引メンテナンスをス
キップできません。したがって、一意の索引は
SKIP_UNUSABLE_INDEXESパラメータの影響を受けません。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i SQL リファレンス』の ALTER SESSION文についての
説明を参照してください。
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STATISTICS
デフォルト : ALWAYS

インポート時のデータベース・オプティマイザ統計の処理方法を指定します。

メニュー項目は次のとおりです。

� ALWAYS

データベース・オプティマイザ統計に問題があるかどうかにかかわらず、常にインポー
トします。

� NONE

データベース・オプティマイザ統計をインポートまたは再計算しません。

� SAFE

データベース・オプティマイザ統計に問題がない場合のみにインポートします。問題が
ある場合は、オプティマイザ統計を再計算します。

� RECALCULATE

データベース・オプティマイザ統計をインポートしません。かわりに、インポート時に
再計算します。

STREAMS_CONFIGURATION
デフォルト : y

エクスポート・ダンプ・ファイル内に存在する一般的な Streams メタデータをインポートす
るかどうかを指定します。

参照参照参照参照 :

� オプティマイザおよびオプティマイザが使用する統計の詳細は、
『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

� 1-28 ページの「STATISTICS」も参照してください。

� 2-70 ページの「統計情報のインポート」も参照してください。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i Streams』を参照してください。
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STREAMS_INSTANTIATION
デフォルト : n

エクスポート・ダンプ・ファイル内に存在する Streams インスタンシエーション・メタデー
タをインポートするかどうかを指定します。ストリーム環境でインスタンシエーションの一
部としてインポートする場合は、yを指定します。

TABLES
デフォルト : なし

表モード・インポートでインポートすることを指定します。インポートの対象となる表名、
パーティション名およびサブパーティション名をリストとして指定します。表レベル・イン
ポートでは、パーティション表または非パーティション表全体をインポートできます。
TABLESパラメータでは、インポート対象は、表およびその関連オブジェクトに限定されま
す（1-9 ページの表 1-1 を参照）。TABLESパラメータでは、次の値を指定できます。

� tablenameには、インポートされる表の名前を指定します。リストにパーティション
表が含まれる場合、パーティション名を指定しないと、すべてのパーティションおよび
サブパーティションがインポートされます。エクスポートされたすべての表をインポー
トするには、アスタリク（*）のみを表名パラメータとして指定します。

tablenameは、任意の数の「%」パターン一致文字を含むことができます。各「%」パ
ターン一致文字は、エクスポート・ファイルの表名の 0 個以上の文字と一致します。リ
スト中の固有の表名の指定されたすべてのパターンと一致する名前を持つすべての表
が、選択されてインポートされます。すべてのパターン一致文字で構成され、パーティ
ション名を含まないリスト中の表名によって、エクスポートされたすべての表がイン
ポートされます。

� partition_nameおよび subpartition_nameによって、パーティション表内で指定
された 1 つ以上のパーティションまたはサブパーティションにインポートが制限されま
す。

構文の形式は、次のとおりです。

tablename:partition_name

tablename:subpartition_name

tablename:partition_nameを使用する場合、指定された表はパーティション化される必
要があり、partition_nameはパーティションまたはサブパーティションのうちのいずれ
かの名前である必要があります。指定された表がパーティション化されていない場合、
partition_nameは無視され、表全体がインポートされます。

一度に指定できる表の数は、コマンドラインの制限によって決まります。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i Streams』を参照してください。
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エクスポート・ファイルの処理中、エクスポート・ファイルの各表名は、パラメータで指定
された順に、リスト中の各表名と比較されます。あいまいな処理が行われたり、処理時間が
極端に長くならないように、固有の表名がリストの始めに表示され、一般的な表名（パター
ンを使用したもの）がリストの終わりに表示される必要があります。

エクスポート時には表名をスキーマ名（scott.empなど）で修飾できますが、インポート時
にはできません。次に、間違って指定された TABLESパラメータの例を示します。

imp SYSTEM/password TABLES=(jones.accts, scott.emp, scott.dept)

これらの表をインポートするには、次のように指定します。

imp SYSTEM/password FROMUSER=jones TABLES=(accts)
imp SYSTEM/password FROMUSER=scott TABLES=(emp,dept)

詳細は、2-44 ページの「パターン一致を使用して様々な表をインポートする例」を参照して
ください。

表名の制限表名の制限表名の制限表名の制限
表名には次の制限があります。

� デフォルトでは、表名は大文字でデータベースに格納されます。表名が大文字と小文字
または小文字のみで表記され、大 / 小文字を区別する場合、名前を引用符で囲む必要が
あります。したがって、表名は、データベースに格納されている表名と完全に一致する
ように指定する必要があります。

ただし、オペレーティング・システムによっては、コマンドラインの引用符自体をエス
ケープする必要がある場合があります。次に、異なるインポート・モードで大 / 小文字
の区別を保持する方法を示します。

– コマンドライン・モード

tables='\"Emp\"'

– 対話方式モード

Table(T) to be exported: "Exp"

– パラメータ・ファイル・モード

tables='"Emp"'

注意注意注意注意 : UNIX など一部のオペレーティング・システムで、カッコなどの
特殊文字を使用する場合は、特殊文字として扱われないように、その文字
の前にエスケープ文字を使用する必要があります。UNIX では、次の例に
示すように、エスケープ文字としてバックスラッシュ（\）を使用します。

TABLES=\(emp,dept\)
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� 表名を引用符で囲まないかぎり、コマンドラインで指定する表名にシャープ（#）記号
は使用できません。同様に、パラメータ・ファイルでは、表名が引用符で囲まれていな
いかぎり、表名にシャープ（#）記号を使用すると、シャープ（#）記号より右側の文字
はコメントとして解釈されます。

たとえば、パラメータ・ファイルに次のコマンドラインが記述されている場合、emp#
の右側はすべてコメントとして解釈されるため、表 deptおよび mydataはインポート
されません。

TABLES=(emp#, dept, mydata)

ただし、次の例では、emp#が引用符で囲まれているため、3 つの表はすべてインポー
トされます。

TABLES=("emp#", dept, mydata)

TABLESPACES
デフォルト : なし

TRANSPORT_TABLESPACEに yを指定した場合、データベースに転送する表領域を、このパ
ラメータを使用して表示します。

詳細は、2-34 ページの「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してください。

TOID_NOVALIDATE
デフォルト : なし

型を参照している表のインポート時に、その名前の型がすでにデータベースに存在している
場合は、その既存の型が、実際にその表で使用されているかどうか（実際は異なる型で、単
に同じ名前であるだけではないか）を確認します。

この検証のために、型の一意の識別子（TOID）と、エクスポート・ファイルに格納された
識別子が比較されます。TOID が一致しない場合、その表の行はインポートされません。

注意注意注意注意 : オペレーティング・システムによっては、一重引用符を使用する
必要がある場合と、二重引用符を使用する必要がある場合があります。ご
使用のオペレーティング・システム固有のドキュメントで確認してくださ
い。表のネーミング方法に制限があるオペレーティング・システムもあり
ます。

たとえば、UNIX の C シェルではドル記号（$）やシャープ（#）（または
その他の特殊文字）には特別な意味があります。これらの文字をシェルを
介してインポートするには、エスケープ文字を使用する必要があります。
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この妥当性チェックをしてはいけない型もあります（たとえば、その型がカートリッジのイ
ンストールによって作成された場合）。TOID_NOVALIDATEパラメータを使用して、TOID
と比較しない型を指定できます。

構文は次のようになります。

TOID_NOVALIDATE=([schemaname.]typename [, ...])

次に例を示します。

imp scott/tiger TABLE=foo TOID_NOVALIDATE=bar
imp scott/tiger TABLE=foo TOID_NOVALIDATE=(fred.type0,sally.type2,type3)

その型にスキーマ名を指定しない場合、インポートするユーザーのスキーマがデフォルトに
なります。たとえば、前述の 初の例では、型 barは scott.barがデフォルトになりま
す。

通常のインポートでは、削除される型が含まれていると、次のように出力されます。

[...]
. importing IMP3's objects into IMP3
. . skipping TOID validation on type IMP2.TOIDTYP0
. . importing table                  "TOIDTAB3"          
[...]

TOUSER
デフォルト : なし

インポートの対象となるスキーマを所有するユーザー名のリストを指定します。このパラ
メータを使用するには、IMP_FULL_DATABASEロールが必要です。
オブジェクトがもともと入っていたスキーマと異なるスキーマにインポートする場合は、
TOUSERを指定してください。次に例を示します。

imp SYSTEM/password FROMUSER=scott TOUSER=joe TABLES=emp

複数のスキーマを指定する場合、スキーマ名は対で指定します。次の例では、scottのオブ
ジェクトを joeのスキーマに、fredのオブジェクトを tedのスキーマにインポートしま
す。

imp SYSTEM/password FROMUSER=scott,fred TOUSER=joe,ted

注意注意注意注意 : 型の識別子を比較しないように指定する場合は、ユーザーの責任
において、インポートされる型の属性リストを既存の型の属性リストと一
致させるようにしてください。これらの属性リストが一致しない場合、イ
ンポート結果は保証されません。
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FROMUSERリストが TOUSERリストより長い場合、残りのスキーマは、通常のデフォルトの
規則に従って、FROMUSERスキーマにインポートされるか、またはインポートを実行する
ユーザーのスキーマにインポートされます。余分なオブジェクトが TOUSERスキーマにイン
ポートされるようにするには、次の構文を使用します。

imp SYSTEM/password FROMUSER=scott,adams TOUSER=ted,ted

ユーザー tedは 2 回指定されています。

TRANSPORT_TABLESPACE
デフォルト : n

yを指定した場合、エクスポート・ファイルからトランスポータブルの表領域メタデータが
インポートされます。

TTS_OWNERS
デフォルト : なし

TRANSPORT_TABLESPACEに yを指定した場合、このパラメータを使用して、一連のトラン
スポータブル表領域のデータの所有者ユーザーを表示できます。

詳細は、2-34 ページの「TRANSPORT_TABLESPACE」を参照してください。

USERID（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名 / パスワード）パスワード）パスワード）パスワード）
デフォルト : なし

インポートを実行するユーザーの username/password（およびオプションの接続文字列）
を指定します。

USERIDは、次のように指定できます。

username/password AS SYSDBA

または

username/password@instance

または

username/password@instance AS SYSDBA

ユーザー SYSとして接続する場合は、接続文字列に AS SYSDBAも指定する必要がありま
す。オペレーティング・システムによっては、AS SYSDBAを特殊文字列とみなし、その文

参照参照参照参照 : FROMUSERおよび TOUSERを使用する場合の制限の詳細は、2-23
ページの「FROMUSER」を参照してください。
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字列全体を引用符で囲む必要があります。詳細は、2-13 ページの「SYSDBA でのインポー
ト・ユーティリティの起動」を参照してください。

VOLSIZE
各テープ・ボリュームのエクスポート・ファイルに 大バイト数を指定します。

VOLSIZEパラメータの 大値は、64 ビットで格納できる 大値と同じです。詳細は、ご使
用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

VOLSIZEの値は、数字に KB（キロバイト数）を付けて指定できます。たとえば、
VOLSIZE=2KBは、VOLSIZE=2048と同じです。同様に、MB はメガバイト（1024 × 1024）
を、GB はギガバイト（1024 の 3 乗）を表します。B はバイトの省略です。この場合、 終
的なファイル・サイズの算出に乗算は不要です（VOLSIZE=2048Bは、VOLSIZE=2048と
同じです）。

インポート・セッションの例インポート・セッションの例インポート・セッションの例インポート・セッションの例
この項では、インポート・セッションの例をいくつか取り上げ、パラメータ・ファイル方式
およびコマンドライン方式の使用方法を示します。ここでは、次の 4 つのインポート・セッ
ションの例を示します。

� 特定のユーザーの表を選択してインポートする例

� 別のユーザーによってエクスポートされた表をインポートする例

� あるユーザーの表を別のユーザーへインポートする例

� パーティション・レベル・インポートでのインポート・セッションの例

� パターン一致を使用して様々な表をインポートする例

参照参照参照参照 :

� 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity Administrator’s Guide』を参
照してください。

� Oracle Net に @connect_stringを指定する方法の詳細は、ご使用の
Oracle Net プロトコルのユーザーズ・ガイドを参照してください。
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特定のユーザーの表を選択してインポートする例特定のユーザーの表を選択してインポートする例特定のユーザーの表を選択してインポートする例特定のユーザーの表を選択してインポートする例
この例では、管理者が全データベース・エクスポート・ファイルを使用して、dept表およ
び emp表を scottのスキーマにインポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> imp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=dba.dmp
SHOW=n
IGNORE=n
GRANTS=y
FROMUSER=scott
TABLES=(dept,emp)

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> imp SYSTEM/password FILE=dba.dmp FROMUSER=scott TABLES=(dept,emp)

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:20:51 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path
import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. importing SCOTT's objects into SCOTT
. . importing table                         "DEPT"          4 rows imported
. . importing table                          "EMP"         14 rows imported
Import terminated successfully without warnings.
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別のユーザーによってエクスポートされた表をインポートする例別のユーザーによってエクスポートされた表をインポートする例別のユーザーによってエクスポートされた表をインポートする例別のユーザーによってエクスポートされた表をインポートする例
この例では、blakeがエクスポートしたファイルから unit表および manager表を scott
のスキーマにインポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

> imp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=blake.dmp
SHOW=n
IGNORE=n
GRANTS=y
ROWS=y
FROMUSER=blake
TOUSER=scott
TABLES=(unit,manager)

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> imp SYSTEM/password FROMUSER=blake TOUSER=scott FILE=blake.dmp - 
TABLES=(unit,manager)

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:21:40 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path

Warning: the objects were exported by BLAKE, not by you

import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. . importing table                         "UNIT"          4 rows imported
. . importing table                      "MANAGER"          4 rows imported
Import terminated successfully without warnings.
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あるユーザーの表を別のユーザーへインポートする例あるユーザーの表を別のユーザーへインポートする例あるユーザーの表を別のユーザーへインポートする例あるユーザーの表を別のユーザーへインポートする例
この例では、DBA がユーザー scottのすべての表をユーザー blakeのアカウントにイン
ポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

 > imp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=scott.dmp
FROMUSER=scott
TOUSER=blake
TABLES=(*)

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

> imp SYSTEM/password FILE=scott.dmp FROMUSER=scott TOUSER=blake TABLES=(*)

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:21:44 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path

Warning: the objects were exported by SCOTT, not by you

import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. importing SCOTT's objects into BLAKE
. . importing table                        "BONUS"          0 rows imported
. . importing table                         "DEPT"          4 rows imported
. . importing table                          "EMP"         14 rows imported
. . importing table                     "SALGRADE"          5 rows imported
Import terminated successfully without warnings.
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パーティション・レベル・インポートでのインポート・セッションの例パーティション・レベル・インポートでのインポート・セッションの例パーティション・レベル・インポートでのインポート・セッションの例パーティション・レベル・インポートでのインポート・セッションの例
この項では、複数のパーティションがある表、パーティションとサブパーティションがある
表、および異なる列で再パーティション化した表のインポートについて説明します。

例例例例 1: パーティション・レベル・インポートパーティション・レベル・インポートパーティション・レベル・インポートパーティション・レベル・インポート
この例では、empは、p1、p2および p3で構成されているパーティション表です。

表レベルのエクスポート・ファイルを作成するには、次のコマンドを使用します。

> exp scott/tiger TABLES=emp FILE=exmpexp.dat ROWS=y

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:55 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting partition                             P1          7 rows exported
. . exporting partition                             P2         12 rows exported
. . exporting partition                             P3          3 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

パーティション・レベルのインポートでは、インポートの対象に、エクスポートした表の特
定のパーティションを指定できます。この例では、emp表の p1および p3を指定します。

> imp scott/tiger TABLES=(emp:p1,emp:p3) FILE=exmpexp.dat ROWS=y 

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:57 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path
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import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. importing SCOTT's objects into SCOTT
. . importing partition                     "EMP":"P1"          7 rows imported
. . importing partition                     "EMP":"P3"          3 rows imported
Import terminated successfully without warnings.

例例例例 2: コンポジット・パーティション表のパーティション・レベル・イコンポジット・パーティション表のパーティション・レベル・イコンポジット・パーティション表のパーティション・レベル・イコンポジット・パーティション表のパーティション・レベル・イ
ンポートンポートンポートンポート
この例では、コンポジット・パーティション表のパーティションおよびサブパーティション
がインポートされます。empは、2 つのコンポジット・パーティション p1および p2のパー
ティション表です。P1には、3 つのサブパーティション p1_sp1、p1_sp2および p1_sp3
があります。P2には 2 つのサブパーティション p2_sp1および p2_sp2があります。

表レベルのエクスポート・ファイルを作成するには、次のコマンドを使用します。

> exp scott/tiger TABLES=emp FILE=exmpexp.dat ROWS=y 

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:23:06 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting composite partition                   P1
. . exporting subpartition                      P1_SP1          2 rows exported
. . exporting subpartition                      P1_SP2         10 rows exported
. . exporting subpartition                      P1_SP3          7 rows exported
. . exporting composite partition                   P2
. . exporting subpartition                      P2_SP1          4 rows exported
. . exporting subpartition                      P2_SP2          2 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

次のインポート・コマンドでは、emp表にあるコンポジット・パーティション p1のサブ
パーティション p1_sp2および p1_sp3と、emp表にあるコンポジット・パーティション
p2のすべてのサブパーティションがインポートされます。

> imp scott/tiger TABLES=(emp:p1_sp2,emp:p1_sp3,emp:p2) FILE=exmpexp.dat ROWS=y  
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インポート・セッションの例
インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:23:07 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path
import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. importing SCOTT's objects into SCOTT
. . importing subpartition              "EMP":"P1_SP2"         10 rows imported
. . importing subpartition              "EMP":"P1_SP3"          7 rows imported
. . importing subpartition              "EMP":"P2_SP1"          4 rows imported
. . importing subpartition              "EMP":"P2_SP2"          2 rows imported
Import terminated successfully without warnings.

例例例例 3: 別の列での表の再パーティション化別の列での表の再パーティション化別の列での表の再パーティション化別の列での表の再パーティション化
この例では、emp表に、empno列に基づく 2 つのパーティションがあります。emp表を
deptno列で再パーティション化します。

別の列で表を再パーティション化するには、次の手順を実行してください。

1. エクスポートを実行して、データを保存します。

2. データベースから表を削除します。

3. 表を新しいパーティションに分割して再作成します。

4. 表データをインポートします。

次に、これらの手順の例を示します。

> exp scott/tiger table=emp file=empexp.dat 

Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:19 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
Export done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
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インポート・セッションの例
About to export specified tables via Conventional Path ...
. . exporting table                            EMP
. . exporting partition                        EMP_LOW          4 rows exported
. . exporting partition                       EMP_HIGH         10 rows exported
Export terminated successfully without warnings.

SQL> connect scott/tiger
Connected.
SQL> drop table emp cascade constraints;
Statement processed.
SQL> create table emp
     2>    (
     3>    empno    number(4) not null,
     4>    ename    varchar2(10),
     5>    job      varchar2(9),
     6>    mgr      number(4),
     7>    hiredate date,
     8>    sal      number(7,2),
     9>    comm     number(7,2),
    10>    deptno   number(2)
    11>    )
    12> partition by range (deptno)
    13>   (
    14>   partition dept_low values less than (15)
    15>     tablespace tbs_1,
    16>   partition dept_mid values less than (25)
    17>     tablespace tbs_2,
    18>   partition dept_high values less than (35)
    19>     tablespace tbs_3
    20>   );
Statement processed.
SQL> exit

> imp scott/tiger tables=emp file=empexp.dat ignore=y

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:25 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path
import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
. importing SCOTT's objects into SCOTT
2-42 Oracle9i データベース・ユーティリティ



インポート・セッションの例
. . importing partition                "EMP":"EMP_LOW"          4 rows imported

. . importing partition               "EMP":"EMP_HIGH"         10 rows imported
Import terminated successfully without warnings.

次の SELECT文では、データは deptno列でパーティション化されます。

SQL> connect scott/tiger
Connected.
SQL> select empno, deptno from emp partition (dept_low);
EMPNO      DEPTNO    
---------- ----------
      7782         10
      7839         10
      7934         10
3 rows selected.
SQL> select empno, deptno from emp partition (dept_mid);
EMPNO      DEPTNO    
---------- ----------
      7369         20
      7566         20
      7788         20
      7876         20
      7902         20
5 rows selected.
SQL> select empno, deptno from emp partition (dept_high);
EMPNO      DEPTNO    
---------- ----------
      7499         30
      7521         30
      7654         30
      7698         30
      7844         30
      7900         30
6 rows selected.
SQL> exit;
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インポート・セッションの例
パターン一致を使用して様々な表をインポートする例パターン一致を使用して様々な表をインポートする例パターン一致を使用して様々な表をインポートする例パターン一致を使用して様々な表をインポートする例
この例では、パターン一致を使用して、ユーザー scottの様々な表をインポートします。

パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式パラメータ・ファイル方式

imp SYSTEM/password PARFILE=params.dat

params.datファイルには、次の情報が格納されています。

FILE=scott.dmp
IGNORE=n
GRANTS=y
ROWS=y
FROMUSER=scott
TABLES=(%d%,b%s)

コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式コマンドライン方式

imp SYSTEM/password FROMUSER=scott FILE=scott.dmp TABLES=(%d%,b%s)

インポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージインポート・メッセージ

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:25 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path

import done in US7ASCII character set and AL16UTF16 NCHAR character set
import server uses JA16SJIS character set (possible charset conversion)
. importing SCOTT's objects into SCOTT
. . importing table                  "BONUS"          0 rows imported
. . importing table                   "DEPT"          4 rows imported
. . importing table               "SALGRADE"          5 rows imported
Import terminated successfully without warnings.
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対話方式の使用
対話方式の使用対話方式の使用対話方式の使用対話方式の使用
インポート・ユーティリティは、パラメータを指定しないでコマンドラインから起動する
と、対話方式で起動されます。対話方式では、インポート・ユーティリティのすべての機能
に関してプロンプトが表示されるわけではありません。対話方式は下位互換用にのみ提供さ
れています。

コマンドラインで username/passwordを指定しないと、入力するように求められます。

対話方式でインポート・ユーティリティを起動する場合、インポート・ユーティリティから
の応答は、コマンドラインでの入力内容によって異なります。表 2-3 に、入力内容とそれに
対する応答を示します。

インポート・ユーティリティの対話方式モードでは、SYSDBAで接続するか、@instance
で接続するかを指定するプロンプトは表示されません。AS SYSDBAや @instanceは、
ユーザー名とともに指定する必要があります。

また、パスワードを指定しなかったためにプロンプトが表示されると、@instance文字列
を指定できなくなります。@instanceは usernameを指定する場合のみ使用できます。

AS SYSDBAを使用してインポート・ユーティリティを起動する前に、正しいコマンドライン
の構文について、2-13 ページの「SYSDBA でのインポート・ユーティリティの起動」を参照
してください。

インポート・ユーティリティが起動された後、次のプロンプトが表示されます。他のプロン
プトに対して入力した応答によって決まるプロンプトもあるため、インポート・セッション

表表表表 2-3 対話方式を使用したインポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したインポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したインポート・ユーティリティの起動対話方式を使用したインポート・ユーティリティの起動

入力内容入力内容入力内容入力内容 インポート・ユーティリティからの応答インポート・ユーティリティからの応答インポート・ユーティリティからの応答インポート・ユーティリティからの応答

imp 
username/password@instance 
as sysdba

インポート・セッションの起動

imp 
username/password@instance

インポート・セッションの起動

imp username/password as 
sysdba

インポート・セッションの起動

imp username/password インポート・セッションの起動

imp username@instance as 
sysdba

パスワード入力を求めるプロンプトの表示

imp username@instance パスワード入力を求めるプロンプトの表示

imp username パスワード入力を求めるプロンプトの表示

imp username as sysdba パスワード入力を求めるプロンプトの表示
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対話方式の使用
ですべてのプロンプトが表示されるとはかぎりません。デフォルト値が表示されるプロンプ
トもあります。このデフォルト値が使用可能な場合は、[Enter] を押します。

Import: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 17:22:37 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production

Import file: expdat.dmp > 
Enter insert buffer size (minimum is 8192) 30720> 
Export file created by EXPORT:V09.02.00 via conventional path

Warning: the objects were exported by BLAKE, not by you

import done in WE8DEC character set and AL16UTF16 NCHAR character set
List contents of import file only (yes/no): no > 
Ignore create error due to object existence (yes/no): no > 
Import grants (yes/no): yes > 
Import table data (yes/no): yes > 
Import entire export file (yes/no): no > y
. importing BLAKE's objects into SYSTEM
. . importing table                         "DEPT"          4 rows imported
. . importing table                      "MANAGER"          3 rows imported
Import terminated successfully without warnings.

「Import entire export file(yes/no):」プロンプトで Noを指定すると、インポー
ト先のスキーマ名とそのスキーマ内のインポート対象の表名を次のように入力するように要
求されます。

Enter table(T) or partition(T:P) names. Null list means all tables for user

NULL 値を入力すると、スキーマ中のすべての表がインポートの対象になります。対話方式
を使用する場合は、1 度に 1 つのスキーマのみ指定できます。
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警告、エラーおよび完了メッセージ
警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ警告、エラーおよび完了メッセージ
この項では、インポート・ユーティリティによって発行される異なるタイプのメッセージに
ついて説明します。また、そのメッセージのログ・ファイルへの保存方法についても説明し
ます。

ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
すべてのインポート・メッセージは、ログ・ファイルに保存できます。この場合の保存方法
は 2 つあります。1 つ目は、LOGパラメータを使用する方法です。2 つ目は、システムでサ
ポートされている場合にかぎりますが、インポート・ユーティリティの出力をファイルにリ
ダイレクトする方法です。リダイレクト先のファイルには、正常にロードされた場合はその
内容が、またエラーが発生した場合はそのエラーに関する詳細情報が記録されます。

警告メッセージ警告メッセージ警告メッセージ警告メッセージ
リカバリ可能なエラーの場合、インポート処理は続行されます。たとえば、表のインポート
中にエラーが発生した場合は、エラー・メッセージが表示され（またはログが記録され）、
次の表にスキップして処理が続けられます。リカバリ可能なエラーは、警告と呼ばれます。

インポートでは、無効なオブジェクトに対しても警告が発行されます。

たとえば、表モード・インポートで、存在しない表を指定した場合、インポート・ユーティ
リティでは他のすべての表がインポートされます。その後、警告が発行されて処理が正常に
終了されます。

リカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージリカバリ不能エラー・メッセージ
エラーの中にはリカバリ不能なものもあり、このようなエラーが発生するとインポート・
セッションは終了します。これらのエラーは、内部的な問題が原因であるか、またはメモ
リーなどのリソースが使用できないか、リソースを使い果したことが原因で発生します。

参照参照参照参照 :

� 2-26 ページの「LOG」を参照してください。

� 出力のリダイレクトの詳細は、ご使用のオペレーティング・システム
固有の Oracle マニュアルを参照してください。
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終了コードによる結果の検査と表示
完了メッセージ完了メッセージ完了メッセージ完了メッセージ
問題なくインポートが完了した場合は、次のメッセージが表示されます。

インポートは警告なしで正常終了しました。

リカバリ可能なエラーが 1 つ以上発生しても、インポートがそのまま続行され、完了した場
合は次のメッセージが表示されます。

インポートは正常に終了しましたが、警告が発生しました。

リカバリ不能なエラーが発生した場合、インポートは即時終了し、次のメッセージが表示さ
れます。

エラーが発生したためインポートを終了します。

終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示
インポート・ユーティリティでは、インポートの完了後、すぐに実行結果を確認できます。
プラットフォームによっては、インポートの実行結果はログ・ファイルに記録されるのみで
なく、プロセス終了コードにも通知されます。これによって、コマンドラインやスクリプト
からの出力を確認できます。表 2-4 に、それぞれの結果に対応する終了コードを示します。

 

UNIX の場合、終了コードは次のようになります。

EX_SUCC   0
EX_OKWARN 0
EX_FAIL   1

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース・エラー・メッセージ』およびご使用のシ
ステム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

表表表表 2-4 インポート時の終了コードインポート時の終了コードインポート時の終了コードインポート時の終了コード

結果結果結果結果 終了コード終了コード終了コード終了コード

インポートは警告なしで正常終了しました。 EX_SUCC

インポートは正常に終了しましたが、警告が発生しました。 EX_OKWARN

エラーが発生したためインポートを終了します。 EX_FAIL
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インポート中のエラー処理
インポート中のエラー処理インポート中のエラー処理インポート中のエラー処理インポート中のエラー処理
この項では、データベース・オブジェクトのインポート時に発生する可能性のあるエラーに
ついて説明します。

行エラー行エラー行エラー行エラー
整合性制約違反またはデータが無効なために行のインポートが拒否されると、警告メッセー
ジが表示されますが、その表の残りの行は引き続き処理されます。「tablespace full」という
エラーなど、後続のすべての行に影響するエラーもあります。このようなエラーの場合に
は、現行の表の処理は停止され、次の表にスキップします。

RESUMABLE=yパラメータが指定されている場合、「tablespace full」エラーによって、イン
ポートが一時停止することもあります。

整合性制約違反整合性制約違反整合性制約違反整合性制約違反
次の整合性制約に違反している行があると行エラーが発生します。

� NOT NULL制約

� 一意制約

� 主キー（NOT NULLおよび一意）制約

� 参照整合性制約

� CHECK 制約

無効なデータ無効なデータ無効なデータ無効なデータ
データベース内の表の列定義が、エクスポート・ファイル内の列定義と異なるときにも行エ
ラーが発生します。無効データ・エラーは、新しい表の列より長いデータの挿入、無効な
データ型またはその他の INSERTエラーによって発生します。

参照参照参照参照 : 次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』

� 『Oracle9i データベース概要』
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インポート中のエラー処理
データベース・オブジェクトのインポートでのエラーデータベース・オブジェクトのインポートでのエラーデータベース・オブジェクトのインポートでのエラーデータベース・オブジェクトのインポートでのエラー
データベース・オブジェクトをインポートするときにエラーが発生する理由にはいろいろあ
りますが、この項ではその理由について説明します。これらのエラーが発生すると、現行の
データベース・オブジェクトのインポートは中断されます。その後、インポート・ユーティ
リティでは、エクスポート・ファイルの次のデータベース・オブジェクトが継続して処理さ
れます。

既存オブジェクト既存オブジェクト既存オブジェクト既存オブジェクト
インポートするオブジェクトがデータベース中にすでに存在していると、オブジェクト作成
エラーが発生します。これ以降の処理は、IGNOREパラメータに指定されている値によって
異なります。

IGNORE=n（デフォルト）が指定されている場合、エラーが報告され、次のデータベース・
オブジェクトが継続して処理されます。現行のデータベース・オブジェクトは置き換えられ
ません。オブジェクトが表の場合、エクスポート・ファイル内の行はインポートされませ
ん。

IGNORE=yが指定されている場合、オブジェクト作成エラーは報告されません。データベー
ス・オブジェクトは置き換えられません。オブジェクトが表の場合、行がインポートされま
す。無視できるエラーはオブジェクト作成エラーのみです。他のすべてのエラー（オペレー
ティング・システムのエラー、データベースのエラー、SQL のエラーなど）は報告されま
す。また、処理が停止することもあります。

順序順序順序順序
インポート処理で、順序番号をエクスポート・ファイルの値に設定しなおす必要がある場合
は、順序を削除してください。インポートでは、既存の順序の削除と再作成は行われませ
ん。そのため、順序は、インポートの前に削除されない場合、エクスポート・ファイルに保
存されている値には設定されません。順序がすでに存在している場合、エクスポート・ファ
イルの CREATE SEQUENCE文は失敗し、その順序はインポートされません。

注意注意注意注意 : IGNORE=yを指定した場合、表の 1 つ以上の列に対して一意制約
を指定しないかぎり、その表に対して重複した行が挿入されます。たとえ
ば、誤って 2 回インポートを実行した場合などがこれに該当します。
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表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・インポート
リソース・エラーリソース・エラーリソース・エラーリソース・エラー
リソースの制限によって、オブジェクトがインポートされないことがあります。たとえば、
表のインポート中に、内部的な問題またはメモリーなどのリソース不足によって、リソー
ス・エラーが発生する場合があります。

行のインポート中にリソース・エラーが発生すると、現行の表の処理が中止され、次の表に
スキップします。COMMIT=yを指定している場合、現行の表のインポート済の部分がコミッ
トされます。指定していない場合は、現行の表の処理がロールバックされた後で、インポー
トが続行されます。2-20 ページの「COMMIT」を参照してください。

ドメイン索引メタデータドメイン索引メタデータドメイン索引メタデータドメイン索引メタデータ
ドメイン索引は、無名 PL/SQL ブロックでインポートされる、アプリケーション固有のメタ
データと関連付けることができます。これらの PL/SQL ブロックは、インポート時に
CREATE INDEX文より優先して実行されます。PL/SQL ブロックにエラーが発生した場合、
メタデータが索引の一部分とみなされるため、関連付けられた索引は作成されません。

表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・イン表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・イン表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・イン表レベル・インポートおよびパーティション・レベル・イン
ポートポートポートポート

表、パーティションおよびサブパーティションのインポートは、次のように実行できます。

� 表レベル・インポート : エクスポート・ファイルのすべてのデータをインポートします。

� パーティション・レベル・インポート : 指定されたソース・パーティションまたはサブ
パーティションのデータのみをインポートします。

既存の表にデータをロードするときは、パラメータ IGNORE=yを指定します。詳細は、2-24
ページの「IGNORE」を参照してください。

表レベル・インポートの使用に関するガイドライン表レベル・インポートの使用に関するガイドライン表レベル・インポートの使用に関するガイドライン表レベル・インポートの使用に関するガイドライン
表レベル・インポートでは、指定した各表に関して表のすべての行がインポートされます。
表レベル・インポートの特長は次のとおりです。

� （TRANSPORT_TABLESPACESを除く）どのエクスポート・モードでエクスポートされた
場合でも、表レベル・インポートを使用してエクスポートされたすべての表をインポー
トできます。

� ユーザーは、表レベルでエクスポートされたすべての表（パーティション表または非
パーティション表）、パーティションまたはサブパーティションを、同じ名前のター
ゲット表（パーティション表または非パーティション表）にインポートできます。

表が存在しない場合で、なおかつエクスポートされた表がパーティション表である場合は、
表レベル・インポートによってパーティション表が作成されます。表が正常に作成される
と、エクスポート・ファイルからすべてのソース・データが読み込まれ、ターゲット表に書
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き込まれます。インポート後、ターゲット表には、エクスポート・ファイル内のソース表に
対応付けられたすべてのパーティションおよびサブパーティションに関するパーティション
定義が格納されます。この処理によって、ソース・パーティションの物理属性および論理属
性（パーティションの境界を含む）が、インポート時に維持されます。

パーティション・レベル・インポートの使用に関するガイドラインパーティション・レベル・インポートの使用に関するガイドラインパーティション・レベル・インポートの使用に関するガイドラインパーティション・レベル・インポートの使用に関するガイドライン
パーティション・レベル・インポートを指定できるのは、表モードでインポートを実行する
場合のみです。パーティション・レベル・インポートでは、エクスポート・ファイル内の特
定のパーティションまたはサブパーティションを選択してデータをロードすることができま
す。パーティション・レベル・インポートを使用する場合は、次のガイドラインに注意して
ください。

� インポートでは、常にターゲット表のパーティション化スキーマに従って行が格納され
ます。

� パーティション・レベル・インポートでは、指定されたソース・パーティションまたは
サブパーティションの行データのみ挿入されます。

� ターゲット表がパーティション表の場合、パーティション・レベル・インポートを行う
と、そのターゲット表の 上位パーティションより上に入る行はすべて拒否されます。

� エクスポートされた表が非パーティション表の場合は、パーティション・レベル・イン
ポートを実行できません。ただし、表レベル・インポートを使用すると、エクスポート
された非パーティション表からパーティション表をインポートできます。

� ソース表（エクスポート時に tablename に指定された表）がパーティション表で、エク
スポート・ファイルに存在する場合のみ、パーティション・レベル・インポートは正常
に実行されます。

� エクスポート・ファイルに存在しないパーティション名またはサブパーティション名を
指定すると、警告が発行されます。

� パラメータの中で指定するパーティション名またはサブパーティション名には、エクス
ポート・ファイルにあるパーティションまたはサブパーティションのみを指定します。
エクスポート・ファイルには、エクスポート・ソース・システム上の表のすべてのデー
タが含まれているとはかぎりません。

� ROWS=y（デフォルト）が指定されていて、表がインポート先のシステムに存在しない
場合、表が作成され、すべての行が、ソース・パーティションまたはサブパーティショ
ンから、インポート先の表のパーティションまたはサブパーティションに挿入されま
す。

� ROWS=y（デフォルト）および IGNORE=yが指定されていて、対象となる表の表名がイ
ンポート前に存在している場合は、指定された表のパーティションまたはサブパーティ
ションの行がすべて、同名の表に挿入されます。インポートでは、常に、ターゲット表
の既存のパーティション化スキーマに従って行が格納されます。
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� ROWS=nが指定されている場合、データはターゲット表に挿入されず、エクスポート・
ファイル中の表およびパーティションまたはサブパーティションに関連する他のオブ
ジェクトに対する処理が、継続して行われます。

� ターゲット表が非パーティション表の場合、パーティションおよびサブパーティション
は表全体にインポートされます。1 つ以上のパーティションまたはサブパーティション
を、エクスポート・ファイルからインポート・ターゲット・システム上の非パーティ
ション表にインポートするには、IGNORE=yを指定します。

パーティションと表の間のデータ移行パーティションと表の間のデータ移行パーティションと表の間のデータ移行パーティションと表の間のデータ移行
コンポジット・パーティションのパーティション名を指定しない場合、コンポジット・パー
ティション内のすべてのサブパーティションが、ソースとして使用されます。

次の例では、パーティション名によって指定されたパーティションは、コンポジット・パー
ティションです。すべてのサブパーティションがインポートされます。

imp SYSTEM/password FILE=expdat.dmp FROMUSER=scott TABLES=b:py

次の例では、表 scott.eのパーティション qcおよび qdの行データが、表 scott.eにイ
ンポートされます。

imp scott/tiger FILE=expdat.dmp TABLES=(e:qc, e:qd) IGNORE=y

インポート・ターゲット・データベースに表 eが存在しない場合は、表 e の作成後、同じ
パーティションにデータが挿入されます。インポート前にターゲット・システムに表 eが存
在する場合、行データは、挿入可能な範囲を持つパーティションに挿入されます。行データ
は、 終的に qcおよび qd以外の名前のパーティションに挿入することもできます。

注意注意注意注意 : 既存の表にパーティション・レベル・インポートを実行する場合
は、ターゲット・パーティションまたはサブパーティションを正しく設定
し、IGNORE=yを指定してください。
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索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御
この項では、索引作成およびメンテナンスに関連するインポートの動作について説明しま
す。

索引作成の延期索引作成の延期索引作成の延期索引作成の延期
インポート・ユーティリティには、索引の作成およびメンテナンスの実行を、インポートが
完了し、エクスポート・データの挿入が終了するまで延期させる機能が用意されています。
インポート完了後に索引の作成、再作成またはメンテナンスを実行すると、通常、その処理
時間は、インポートで各行が挿入される度にメンテナンスを実行するより短くなります。

索引作成には時間がかかるため、他のすべてのオブジェクトのインポートが完了してから
行った方が効率的です。インポートでは、インポートが完了するまで、索引作成を延期でき
ます。延期するには、INDEXES=n（デフォルトは INDEXES=y）を指定します。その後、
INDEXFILEパラメータを使用してインポートを実行し、SQL スクリプト内の未作成の索引
定義を格納できます。索引作成文は、このように指定しない場合、インポート・ユーティリ
ティから発行されますが、このように指定した場合、指定されたファイルに書き込まれま
す。

インポート完了後、索引を作成する必要があります。索引を作成するには、通常、
CONNECT 文にパスワードを指定した後、INDEXFILEで指定したファイルの内容を SQL
スクリプトとして使用します。

索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御索引作成およびメンテナンスの制御
SKIP_UNUSABLE_INDEXES=yを指定すると、インポート前に索引使用禁止に設定されてい
た索引のメンテナンスはすべて延期されます。他の索引（事前に索引使用禁止に設定されて
いない索引）に対しては、行の挿入時にメンテナンス処理が行われます。これにより、既存
の表をインポートする間、索引の更新が保存されます。

索引のメンテナンスが延期されると、その索引で設定されている既存の一意整合性制約に対
して違反が発生することがあります。表に一意整合性制約が存在しても、INDEXES=nを指
定してインポートした表内のキーの重複は回避できません。このため、その索引は、重複
キーが削除されて索引が再構築されるまでは、UNUSABLE状態となります。

索引更新延期の例索引更新延期の例索引更新延期の例索引更新延期の例
パーティション p1および p2を持つパーティション表 tが、インポート・ターゲット・シ
ステムに存在するとします。また、パーティション p1にローカル索引 p1_ind、パーティ
ション p2にローカル索引 p2_indが存在するとします。このパーティション p1には既存
の表 tのデータが入っており、そのデータ量は、エクスポート・ファイル（expdat.dmp）
を使用して挿入されるデータの量よりはるかに多いとします。一方、パーティション p2は
その逆であるとします。

表データ挿入時に p1_indの索引メンテナンスを実行すると、パーティション索引の再作成
時に実行するより、処理効率が高くなります。p2_indについては、この逆になります。
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また、p2_indについては、インポート中のローカル索引のメンテナンスを延期できます。
延期するには、次の手順を実行します。

1. インポート前に、次の SQL 文を発行します。

ALTER TABLE t MODIFY PARTITION p2 UNUSABLE LOCAL INDEXES;

2. 次のインポート・コマンドを発行します。

imp scott/tiger FILE=expdat.dmp TABLES = (t:p1, t:p2) IGNORE=y SKIP_UNUSABLE_
INDEXES=y

この例では、インポートの実行前に ALTER SESSION SET SKIP_UNUSABLE_INDEXES=y文
を実行します。

3. インポート後に次の SQL 文を発行します。

ALTER TABLE t MODIFY PARTITION p2 REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES;

この例では、p1のローカル索引 p1_indは、インポート中、表データがパーティション p1
に挿入されるときにメンテナンスされます。一方、p2のローカル索引 p2_indは、イン
ポート後の索引再作成時にメンテナンスされます。

データベースの断片化を解消する方法データベースの断片化を解消する方法データベースの断片化を解消する方法データベースの断片化を解消する方法
断片化とは、多数の小さな空き領域が散在しているデータベースの状態のことです。断片化
しているデータベースを再編成すると、空き領域をより大きな連続したブロックとして使用
できるようになります。次のように全データベース・エクスポートおよびインポートを実行
することで、データベースの断片化を解消できます。

1. データベース全体のバックアップを取るために、全データベース・エクスポート
（FULL=y）を実行します。

2. すべてのユーザーがログオフしてから、Oracle データベース・サーバーを停止します。

3. データベースを削除します。データベース削除の詳細は、ご使用のオペレーティング・
システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

4. CREATE DATABASE文を使用して、データベースを再作成します。

5. データベース全体をリストアするために、全データベース・インポート（FULL=y）を
実行します。

参照参照参照参照 : データベース作成の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。
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ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点ネットワークに関する考慮点
この項では、ネットワークを介したエクスポートおよびインポートの実行時に考慮すべき点
について説明します。

ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法ネットワークを介してエクスポート・ファイルを転送する方法
エクスポート・ファイルはバイナリ形式であるため、ネットワークを介してそのエクスポー
ト・ファイルを転送するときは、バイナリ転送をサポートしているプロトコルを使用して、
ファイルが破損しないようにしてください。たとえば、FTP などのファイル転送プロトコル
を使用して、バイナリ・モードでファイルを転送します。エクスポート・ファイルをキャラ
クタ・モードで送信すると、ファイルのインポート時にエラーが発生します。

Oracle Net を使用したエクスポートおよびインポートを使用したエクスポートおよびインポートを使用したエクスポートおよびインポートを使用したエクスポートおよびインポート
Oracle Net を使用すると、ネットワークを介してエクスポートおよびインポートを実行でき
ます。たとえば、エクスポート・ユーティリティをローカルで実行して、リモート Oracle
データベースのデータをローカル・エクスポート・ファイルに書込みできます。また、イン
ポート・ユーティリティをローカルで実行して、リモート Oracle データベースのデータの
読込みができます。

Oracle Net でインポート・ユーティリティを使用するには、expコマンドまたは impコマ
ンドに username/passwordを入力するときに接続修飾文字列 @connect_stringを指定
する必要があります。この句の構文の詳細は、ご使用の Oracle Net プロトコルのユーザー
ズ・ガイドを参照してください。

参照参照参照参照 : 次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』

� 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity Administrator’s Guide』
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キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに関する考慮点
キャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートにキャラクタ・セットおよびグローバリゼーション・サポートに
関する考慮点関する考慮点関する考慮点関する考慮点

この項では、エクスポートおよびインポート操作時に発生する、キャラクタ・セットの変換
について説明します。

キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換キャラクタ・セット変換
次の各項で、ユーザー・データおよび DDL に適用される文字変換について説明します。

ユーザー・データユーザー・データユーザー・データユーザー・データ
データ型が CHAR、VARCHAR2、NCHAR、NVARCHAR2、CLOBおよび NCLOBのデータは、
ソース・データベースのキャラクタ・セットで、エクスポート・ファイルに直接書き込まれ
ます。ソース・データベースのキャラクタ・セットが、インポート・データベースのキャラ
クタ・セットと異なる場合、キャラクタ・セット変換が実行されます。

DDL
エクスポートおよびインポート操作時に、DDL に対して 高 3 回のキャラクタ・セット変
換が必要です。

1. エクスポート・ファイルは、環境変数 NLS_LANGでユーザー・セッション用に指定され
たキャラクタ・セットで書き出されます。NLS_LANGの値が、データベースのキャラク
タ・セットと異なる場合は、キャラクタ・セット変換が実行されます。

2. エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットが、インポート先ユーザー・セッション
用のキャラクタ・セットと異なる場合、ユーザー・セッションのキャラクタ・セットに
変換されます。シングルバイト・キャラクタ・セットの場合のみにこの変換が実行され
ます。マルチバイト・キャラクタ・セットの場合は、インポート・ファイルのキャラク
タ・セットがエクスポート・ファイルのキャラクタ・セットと同じである必要がありま
す。

3. ターゲット・データベースのキャラクタ・セットが、インポート先ユーザー・セッショ
ン用のキャラクタ・セットと異なる場合、3 回目のキャラクタ・セット変換が実行され
る場合があります。

キャラクタ・セット変換によるデータの損失を 小限にするには、エクスポート・データ
ベース、エクスポート・ユーザー・セッション、インポート・ユーザー・セッションおよび
インポート・データベースのすべてにおいて、同一のキャラクタ・セットを使用するように
してください。
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データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点
インポートおよびシングルバイト・キャラクタ・セットインポートおよびシングルバイト・キャラクタ・セットインポートおよびシングルバイト・キャラクタ・セットインポートおよびシングルバイト・キャラクタ・セット
8 ビット・キャラクタ・セットのエクスポート・ファイルをインポートすると、8 ビット文
字の一部が消去されることがあります（同等の 7 バイトに変換されます）。これが発生する
のは、インポートを実行するシステムに、システム固有の 7 ビット・キャラクタ・セットが
存在するか、オペレーティング・システム環境変数 NLS_LANGが 7 ビット・キャラクタ・
セットに設定されている場合です。アクセント記号が付いている文字からアクセントが消去
されるのが もよく見られる例です。

このような状況を回避するために、オペレーティング・システム環境変数 NLS_LANGにエク
スポート・ファイルのキャラクタ・セットを設定できます。

Oracle バージョン 5 とバージョン 6 のエクスポート・ファイルを、オペレーティング・シス
テム固有のキャラクタ・セットとは異なるキャラクタ・セットまたは NLS_LANG設定でイン
ポートする場合は、CHARSETインポート・パラメータにエクスポート・ファイルのキャラ
クタ・セットを指定してください。

インポートおよびマルチバイト・キャラクタ・セットインポートおよびマルチバイト・キャラクタ・セットインポートおよびマルチバイト・キャラクタ・セットインポートおよびマルチバイト・キャラクタ・セット
ターゲット・キャラクタ・セットに同等の文字がないエクスポート・ファイル中の文字は、
変換時にデフォルトの文字に置換されます（デフォルトの文字は、ターゲット・キャラク
タ・セットによって定義されます）。100% 完全に変換されるためには、ターゲット・キャラ
クタ・セットはソース・キャラクタ・セットのスーパーセットであるか、ソース・キャラク
タ・セットと同等である必要があります。

データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点データベース・オブジェクトのインポートに関する考慮点
次の項では、特定のデータベース・オブジェクトをインポートする場合に考慮すべき点につ
いて説明します。

オブジェクト識別子のインポートオブジェクト識別子のインポートオブジェクト識別子のインポートオブジェクト識別子のインポート
Oracle データベース・サーバーでは、オブジェクト型、オブジェクト表およびオブジェクト
表内の行を一意に識別できるように、オブジェクト識別子が割り当てられます。オブジェク
ト識別子はインポート・ユーティリティによって保持されます。

型を参照している表のインポート時に、その名前の型がすでにデータベースに存在している
場合は、その既存の型が、実際にその表で使用されているかどうか（実際は異なる型で、単
に同じ名前であるだけではないか）を確認します。

この確認のために、型の一意の識別子（TOID）とエクスポート・ファイルに格納された識
別子が比較されます。これらの識別子が一致する場合は、型の一意のハッシュ・コードとエ

参照参照参照参照 : 『Oracle9i Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を
参照してください。
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クスポート・ファイルに格納されたハッシュ・コードが比較されます。TOID またはハッ
シュ・コードが一致しない場合、その表の行はインポートされません。

この妥当性チェックをしてはいけない型もあります（たとえば、その型がカートリッジのイ
ンストールによって作成された場合）。パラメータ TOID_NOVALIDATEを使用して、TOID
およびハッシュ・コードと比較しない型を指定できます。詳細は、2-32 ページの

「TOID_NOVALIDATE」を参照してください。

次の基準によって、オブジェクト型、オブジェクト表およびオブジェクト表の行の処理方法
が決まります。

� オブジェクト型に関して、IGNORE=yが指定されていて、オブジェクト型がすでに存在
し、そのオブジェクト識別子、ハッシュ・コードおよび型記述子が一致する場合は、エ
ラーは通知されません。オブジェクト識別子またはハッシュ・コードが一致しない場
合、パラメータ TOID_NOVALIDATEにそのオブジェクト型を無視する設定がされてい
ないと、エラーが通知され、そのオブジェクト型を使用している表はインポートされま
せん。

� オブジェクト型に関して、IGNORE=nが指定されていて、そのオブジェクト型がすでに
存在する場合は、エラーが通知されます。オブジェクト識別子、ハッシュ・コードまた
は型記述子が一致しない場合、パラメータ TOID_NOVALIDATEにそのオブジェクト型
を無視するように設定されていないと、エラーが通知され、そのオブジェクト型を使用
している表はインポートされません。

� オブジェクト表に関して、IGNORE=yが指定されていて、表がすでに存在し、そのオブ
ジェクト識別子、ハッシュ・コードおよび型記述子が一致する場合、エラーは通知され
ません。行はオブジェクト表にインポートされます。同じオブジェクト識別子の行が、
すでにそのオブジェクト表に存在している場合、行のインポートはエラーになります。
オブジェクト識別子、ハッシュ・コードまたは型記述子が一致しない場合、パラメータ
TOID_NOVALIDATEがそのオブジェクト型を無視するように設定されていないと、エ
ラーが通知され、そのオブジェクト型を使用している表はインポートされません。

� オブジェクト表に関して、IGNORE=nが指定されていて、オブジェクト表がすでに存在
する場合は、エラーが通知され、オブジェクト表はインポートされません。

インポート・ユーティリティにオブジェクト型とオブジェクト表に関するオブジェクト識別
子が保持されるため、FROMUSERパラメータおよび TOUSERパラメータを使用して、ある
ユーザー・スキーマから別のユーザー・スキーマにオブジェクトをインポートする場合は、
次のことを考慮してください。

注意注意注意注意 : 型比較は、不正なデータを発生させないための非常に重要な機能
であるため、TOID_NOVALIDATEの使用には、特に注意してください。こ
の機能を使用禁止にする場合は、データ型の妥当性チェックとその処理に
ついて十分な知識を持つユーザーが行ってください。
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� FROMUSERのオブジェクト型およびオブジェクト表がターゲット表にすでに存在する場
合は、TOUSERのオブジェクト型およびオブジェクト表の識別子がすでに使用されてい
るため、エラーが発生します。インポート開始前に、FROMUSERのオブジェクト型およ
びオブジェクト表をシステムから削除する必要があります。

� オブジェクト表作成時に、OID ASオプションを指定して他の表と同じオブジェクト識
別子が割り当てられている場合は、同じオブジェクト識別子を持つ表を両方インポート
することはできません。1 つ目の表はインポートできますが、同じオブジェクト識別子
がすでに使用されているため、2 つ目の表をインポートするとエラーになります。

既存のオブジェクト表およびオブジェクト型の含まれている表のインポート既存のオブジェクト表およびオブジェクト型の含まれている表のインポート既存のオブジェクト表およびオブジェクト型の含まれている表のインポート既存のオブジェクト表およびオブジェクト型の含まれている表のインポート
表領域の使用方法または表の記憶域パラメータを変更するため、インポートの前に表を作成
することがよくあります。表を作成する場合、以前（記憶域パラメータ以外に対して）使用
していた定義と同じ定義で作成するか、互換性のある形式で作成する必要があります。オブ
ジェクト表や、オブジェクト型の列を含む表の場合は、形式の互換性がさらに制限されま
す。

オブジェクト表およびオブジェクト列を含む表の場合、表が参照する各オブジェクトは、そ
の名前、構造およびバージョン情報をエクスポート・ファイルに書き出されます。エクス
ポート・ユーティリティでは、必要に応じて、異なるスキーマのオブジェクト型の情報も含
まれます。

インポート・ユーティリティは、表データをインポートする前に、表に必要な各オブジェク
ト型の存在を確認します。この確認機能には、オブジェクト型の名前の確認、インポート・
システムのオブジェクト型の構造およびバージョンと、エクスポート・ファイルに書き込ま
れた情報との比較が含まれます。

オブジェクト型名がインポート・システムで検出され、構造またはバージョンがエクスポー
ト・ファイルと一致しない場合、エラー・メッセージが生成され、表データはインポートさ
れません。

インポート・パラメータ TOID_NOVALIDATEを使用して、特定のオブジェクトのオブジェ
クト型の構造およびバージョンの確認機能を使用禁止にできます。
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ネストした表のインポートネストした表のインポートネストした表のインポートネストした表のインポート
内部のネストした表は外部表とは別にエクスポートされます。したがって、内部のネストし
た表が正しくインポートされない場合、次のような状況が予想されます。

� 内部にネストした表を持つ表がエクスポートされ、インポート時に、表も表内の行も削
除されなかったとします。IGNORE=yパラメータが指定されている場合、外部表に各行
を挿入すると、制約違反が発生します。ただし、内部のネストした表のデータは正常に
インポートされることがあり、その場合、内部表の行データが重複します。

� 外部表へデータをインポート中にリカバリ不能なエラーが発生した場合は、外部表の残
りのデータはスキップされますが、対応する内部表の行はスキップされません。その結
果、内部表の行は外部表のどの行からも参照されなくなります。

� リカバリ可能なエラーの後で内部表への挿入がエラーになる場合、外部表の行はすでに
外部表にインポートされています。また、外部表および他の内部表へのデータのイン
ポートは続行されます。その結果、不完全な論理行が作成されます。

� 内部表へのデータのインポート中にリカバリ不能なエラーが発生した場合は、その内部
表の残りのデータはスキップされますが、外部表やその他のネストした表はスキップさ
れません。

常にログ・ファイルを調べて、外部表および内部表にエラーがないかどうかを確認する必要
があります。データに一貫性を持たせるためには、表データの変更や削除が必要になること
があります。

内部にネストした表は、外部表とは別にインポートされるので、インポート中に、このネス
トした表のデータにアクセスしようとしても失敗することがあります。たとえば、内部表の
行がインポートされる前に、外部表の行にアクセスすると、ユーザーには不完全な行が返さ
れます。

REF データのインポートデータのインポートデータのインポートデータのインポート
REF列および属性には、参照されている型のインスタンスを示す ROWIDが隠されているこ
とがあります。インポート・ユーティリティでは、ターゲット・データベースに対する
ROWIDは、自動的には再設定されません。
ROWIDを適切な値に再設定するには、次のコマンドを実行します。

ANALYZE TABLE [schema.]table VALIDATE REF UPDATE;

参照参照参照参照 : ANALYZE TABLE文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。
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BFILE 列およびディレクトリ別名のインポート列およびディレクトリ別名のインポート列およびディレクトリ別名のインポート列およびディレクトリ別名のインポート
BFILE列および属性で参照されているデータは、ソース・データベースからターゲット・
データベースへはコピーされません。BFILE列で参照されているファイルの名前とディレク
トリ別名が伝達されるのみです。BFILE列および属性で参照されている実際のファイルは、
DBA またはユーザーが移動してください。

BFILE列を含む表データをインポートする場合、BFILEロケータは、ディレクトリ別名お
よびエクスポート時のファイル名でインポートされます。インポート・ユーティリティで
は、そのディレクトリ別名またはファイルが存在するかどうかの確認は行われません。ディ
レクトリ別名またはファイルが存在しない場合、ユーザーが BFILEデータにアクセスする
とエラーが発生します。

ディレクトリ別名に関しては、エクスポート・システムで使用しているオペレーティング・
システムのディレクトリ構文がインポート・システムで有効でない場合でも、インポート時
にエラーは通知されません。この場合、インポート後にそのファイルのデータにアクセスす
るとエラーが返されます。

ディレクトリ別名がインポート・システムで有効かどうかは、DBA またはユーザーが確認
してください。

外部関数ライブラリのインポート外部関数ライブラリのインポート外部関数ライブラリのインポート外部関数ライブラリのインポート
インポート・ユーティリティでは、外部関数ライブラリの参照先が正しいかどうかの確認は
行われません。エクスポート・ファイル上のライブラリの指定で使用されているディレクト
リやファイル名の形式がインポート・システムで無効であっても、インポート時にエラーは
通知されません。この場合、インポート後にそのファンクションを呼び出そうとすると、エ
ラーが返されます。

DBA またはユーザーが手動でライブラリを移動し、ライブラリの指定がインポート・シス
テムで有効になるようにしてください。

ストアド・プロシージャ、ファンクションおよびパッケージのインポートストアド・プロシージャ、ファンクションおよびパッケージのインポートストアド・プロシージャ、ファンクションおよびパッケージのインポートストアド・プロシージャ、ファンクションおよびパッケージのインポート
ローカルのストアド・プロシージャ、ストアド・ファンクションまたはパッケージがイン
ポートされるときのインポート・ユーティリティの動作は、COMPILEパラメータが yまた
は nに設定されているかどうかによって異なります。

ローカルのストアド・プロシージャ、ストアド・ファンクションまたはパッケージがイン
ポートされ、COMPILE=yが指定されている場合は、プロシージャ、ファンクション、パッ
ケージはインポート時に再コンパイルされ、元のタイムスタンプ仕様が保持されます。コン
パイルが成功すると、リモート・プロシージャによってアクセスしてもエラーは発生しませ
ん。

COMPILE=nが指定されている場合も、プロシージャ、ストアド・ファンクションまたは
パッケージはインポートされます。ただし、元のタイムスタンプは失われます。次に、プロ
シージャ、ファンクションまたはパッケージを使用するときに、コンパイルが実行されま
す。
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Java オブジェクトのインポートオブジェクトのインポートオブジェクトのインポートオブジェクトのインポート
Java オブジェクトを任意のスキーマにインポートしても、リゾルバはインポート・ユーティ
リティによって変更されません（リゾルバとは、Java のフルネームの解決に使用されるス
キーマのリストです）。インポートの終了後、明示的または暗黙的に再検証しないかぎり、
すべてのユーザー・クラスが無効な状態のままになります。暗黙的な再検証は、クラスが
初に参照されるときに実行されます。明示的な再検証は、SQL の ALTER JAVA 
CLASS...RESOLVE文を使用すると実行されます。いずれの方法でもクラスは正常に解決さ
れ、有効になります。

外部表のインポート外部表のインポート外部表のインポート外部表のインポート
インポート・ユーティリティでは、外部表の参照先が正しいかどうかの確認は行われませ
ん。エクスポート・ファイルの表の指定で使用されているディレクトリやファイル名の形式
がインポート・システムで無効であっても、インポート時にエラーは通知されません。この
場合、インポート後にそのファンクションを呼び出そうとすると、エラーが返されます。

DBA またはユーザーが手動で表を移動し、表の指定がインポート・システムで有効になる
ようにしてください。

AQ 表のインポート表のインポート表のインポート表のインポート
キュー表をインポートすると、基礎となっているキューや関連するディクショナリ情報もイ
ンポートされます。キューのインポートは、キュー表単位のレベルでのみ実行できます。
キュー表のインポートでは、エクスポートの表処理プロシージャの前後に、キュー・ディク
ショナリがメンテナンスされます。

LONG 列のインポート列のインポート列のインポート列のインポート
LONG列の長さは、 大 2GB です。インポートおよびエクスポート時には、LONG列は各行
の残りのデータとともにメモリーに収まるサイズである必要があります。ただし、LONG
データはセクション単位でロードされるため、LONG列を格納するメモリーが連続している
必要はありません。

インポート・ユーティリティを使用して、LONG列を CLOB列に変換できます。このために
は、まず、新しい CLOB列を指定する表を作成します。インポートを実行すると、LONG
データは CLOB形式に変換されます。同じ方法で、LONG RAW列を BLOB列に変換できます。

参照参照参照参照 : 2-20 ページの「COMPILE」を参照してください。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - アドバンスト・キュー
イング』を参照してください。
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ビューのインポートビューのインポートビューのインポートビューのインポート
ビューは、依存順序でエクスポートされます。状況によっては、サーバー・データベースか
ら順序を取得するのではなく、エクスポートで順序付けをする必要があります。この場合、
常に正しい順序を複製できるとはかぎりません。順序が正しくない場合、ビューのインポー
ト時にコンパイル上の警告が発行され、そのビューに関する列コメントはインポートされま
せん。

特に、viewaでストアド・プロシージャ procbが使用され、procbでビュー viewcが使
用されている場合、エクスポート・ユーティリティでは、ビュー viewaと viewcの正しい
順序付けはできません。viewaが viewcより先にエクスポートされ、procbがインポー
ト・システムにすでに存在する場合は、viewaのインポート時にコンパイル上の警告が出さ
れます。

ビューに関する権限は、ビューにコンパイル・エラーがあってもインポートされます。
ビューの作成時に、そのビューの基礎になっているオブジェクト（たとえば、表、プロシー
ジャ、他のビューなど）が存在していない場合、ビューにコンパイル・エラーが発生する場
合があります。実表が存在しない場合、実表に対する権限を付与したユーザー自身が、その
実表に対して GRANT OPTION付きの適正な権限を持っているかどうかを、サーバーでは検
証できません。権限を付与したユーザーが適正な権限を持っていない場合、インポートされ
なかった表の作成後にその表にアクセスしようとすると、エラーが発生します。

他のスキーマの表を参照しているビューをインポートする場合は、インポートを実行する
ユーザーに、SELECT ANY TABLE権限が必要です。この権限がない場合、ビューは、コンパ
イルされていない状態でインポートされます。ロールに権限を付与するのみでは不十分で
す。ビューのコンパイルには、インポートするユーザーに直接権限を付与する必要がありま
す。

パーティション表のインポートパーティション表のインポートパーティション表のインポートパーティション表のインポート
エクスポートしたパーティション表と同じパーティション名またはサブパーティション名を
使用してパーティション表を作成するために、SYS_Pnnn形式の名前もインポートされま
す。同じ名前のパーティション表がすでに存在している場合、これ以降の処理は IGNOREパ
ラメータに指定されている値によって異なります。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES=yが指定されていないかぎり、インポート時に非パーティショ
ン索引またはパーティション索引が（索引使用禁止に設定されているか、またはその他の不
適合が理由で）メンテナンスできない場合は、エクスポート・データはターゲット表にイン
ポートできません。
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ファイングレイン・アクセス・コントロールに対するサポートファイングレイン・アクセス・コントロールに対するサポートファイングレイン・アクセス・コントロールに対するサポートファイングレイン・アクセス・コントロールに対するサポート
ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーを使用可能にして、表をエクスポー
トできます。その場合は、次のことに注意してください。

ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーをリストアするには、ファイングレ
イン・アクセス・コントロール・ポリシーが使用可能な表を含むエクスポート・ファイルか
らインポートを行うための次の権限が必要です。

� 表のセキュリティ・ポリシーを回復させるための DBMS_RLSパッケージに対する
EXECUTE権限

� 使用可能な EXPORT_FULL_DATABASEロールまたは付与された EXEMPT ACCESS 
POLICY権限

ファイングレイン・アクセス・コントロール・ポリシーが使用可能な表を含むエクスポート
ファイルからインポートを行うための正しい権限が付与されていない場合は、警告メッセー
ジが発行されます。したがって、セキュリティ上の理由から、そのような表をエクスポート
およびインポートするユーザーは、DBA である必要があります。

マテリアライズド・ビューおよびスナップショットマテリアライズド・ビューおよびスナップショットマテリアライズド・ビューおよびスナップショットマテリアライズド・ビューおよびスナップショット

スナップショット・システムには、マスター表、オプションのスナップショット・ログおよ
びスナップショット自体の 3 つのオブジェクトがあり、相互に関連しています。表（マス
ター表、スナップショット・ログ表定義およびスナップショット表）は、個別にエクスポー
トできます。スナップショット・ログは、対応付けられたマスター表をエクスポートしない
かぎり、エクスポートできません。スナップショットをエクスポートできるのは、全データ
ベース・エクスポートおよびユーザー・モード・エクスポートの場合のみです。表モードで
はエクスポートできません。

この項では、これらのオブジェクトのインポート時に高速リフレッシュが受ける影響につい
て説明します。

参照参照参照参照 : ファイングレイン・アクセス・コントロールの詳細は、『Oracle9i
アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

注意注意注意注意 : 特定の状況、特にデータ・ウェアハウスに関連する場合、スナッ
プショットは、マテリアライズド・ビューと呼ばれます。この項では、そ
のような場合でもスナップショットという用語を使用します。

参照参照参照参照 : インポート固有の移行と互換性、およびスナップショットとス
ナップショット・ログの詳細は、『Oracle9i アドバンスト・レプリケー
ション』を参照してください。
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マテリアライズド・ビューおよびスナップショット
スナップショット・ログスナップショット・ログスナップショット・ログスナップショット・ログ
インポート先のデータベースにマスター表がすでに存在し、そのマスター表にスナップ
ショット・ログがある場合は、ダンプ・ファイルのスナップショット・ログがインポートさ
れます。

ROWIDスナップショット・ログのエクスポートでは、スナップショット・ログに記録されて
いる ROWIDはインポートした後には意味を持ちません。このため、各 ROWIDのスナップ
ショットによる 初の高速リフレッシュは失敗し、完全リフレッシュが必要であることを示
すエラーが発生します。

リフレッシュのエラーを回避するには、ROWIDのスナップショット・ログをインポートして
から完全リフレッシュを実行してください。完全リフレッシュを実行すると、後続の高速リ
フレッシュが適切に行われます。これに対し、主キー・スナップショット・ログをエクス
ポートした場合は、インポートした後でも、主キーのスナップショットにより、高速リフ
レッシュを実行できます。

スナップショットスナップショットスナップショットスナップショット
エクスポート・ファイルからリストアされたスナップショットは、前の状態に戻ってしまい
ます。インポートでは、 後のリフレッシュが実行された時刻が、スナップショット表定義
の一部としてインポートされます。次のリフレッシュ時刻を計算する機能もインポートされ
ます。

各リフレッシュによって、署名が付けられます。高速リフレッシュでは、スナップショット
を 新に保つため、その署名の時刻から日付を決定するログ・エントリが使用されます。高
速リフレッシュが完了した時点で署名は削除され、新しい署名が付けられます。他のスナッ
プショットのリフレッシュに必要でないログ・エントリ（残っている も古い署名よりも前
の時刻を持つすべてのログ・エントリ）も削除されます。

スナップショットのインポートスナップショットのインポートスナップショットのインポートスナップショットのインポート
エクスポート・ファイルからスナップショットをリストアすると、問題が発生する場合があ
ります。

スナップショットが時刻 A にリフレッシュされ、時刻 B にエクスポートされ、時刻 C に再
びリフレッシュされたとします。破損などの問題が発生したため、スナップショットを削除
してインポートしなおすことによってリストアする必要があります。新しくインポートした
スナップショットには、時刻 A に実行した 後のリフレッシュが記録されていますが、高速
リフレッシュに必要となるログ・エントリが存在しなくなっている可能性があります。ロ
グ・エントリが存在する場合は（たとえば、リフレッシュする必要のある別のスナップ
ショットに必要なため）、このエントリが使用され、高速リフレッシュは正常に完了します。
ログ・エントリが存在しない場合、高速リフレッシュは失敗し、完全リフレッシュが必要で
あることを示すエラーが発生します。

参照参照参照参照 : 主キーのスナップショットの詳細は、『Oracle9i アドバンスト・レ
プリケーション』を参照してください。
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トランスポータブル表領域
異なるスキーマへのスナップショットのインポート異なるスキーマへのスナップショットのインポート異なるスキーマへのスナップショットのインポート異なるスキーマへのスナップショットのインポート
スナップショット、スナップショット・ログおよび関連項目は、DDL 文で明示的に指定さ
れたスキーマ名でエクスポートされます。したがって、スナップショットおよびその関連項
目を異なるスキーマにインポートすることはできません。

FROMUSERおよび TOUSERを使用してスナップショット・データをインポートしようとする
と、インポート・ログ・ファイルにエラーが書き込まれ、その項目はインポートされませ
ん。

トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域
トランスポータブル表領域によって、一連の表領域を、ある Oracle データベースから他の
データベースに移動できます。

そのためには、表領域を読込み専用にし、表領域のデータ・ファイルをコピーしてから、エ
クスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用して、データ・ディ
クショナリに格納されているデータベース情報（メタデータ）を移動します。データ・ファ
イルおよびメタデータのエクスポート・ファイルの両方を、ターゲット・データベースにコ
ピーする必要があります。これらのファイルの転送は、オペレーティング・システムのコ
ピー機能、バイナリ・モード FTP、CD-ROM への出力などのような、フラットまたはバイ
ナリ・ファイルのコピー機能を使用して行われます。

データ・ファイルのコピーおよびメタデータのインポート後、表領域を任意に読み書き両用
モードにできます。

トランスポータブル表領域のメタデータを含むエクスポート・ファイルの作成については、
1-61 ページの「トランスポータブル表領域」を参照してください。

次のパラメータで、トランスポータブル表領域のメタデータのインポートを使用可能にでき
ます。

� TRANSPORT_TABLESPACE

� TABLESPACES

� DATAFILES

� TTS_OWNERS

詳細は、2-34 ページの「TRANSPORT_TABLESPACE」、2-32 ページの「TABLESPACES」、
2-21 ページの「DATAFILES」および 2-34 ページの「TTS_OWNERS」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 表領域を他のデータベースに移動またはコピーする方法の詳細は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� トランスポータブル表領域の機能の詳細は、『Oracle9i データベース概
要』を参照してください。
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記憶域パラメータ
記憶域パラメータ記憶域パラメータ記憶域パラメータ記憶域パラメータ
デフォルトでは、表は、元の表領域にインポートされます。

その表領域が存在しない場合、またはユーザーがその表領域に十分な割当て制限を持ってい
ない場合、次の表の場合を除いて、そのユーザーにはデフォルトの表領域が割り当てられま
す。

� パーティション表

� 特定の型の表

� LOB型列、VARRAY型列または OPAQUE型列を含む表

� オーバーフロー・セグメントがある IOT を含む表

ユーザーがデフォルトの表領域に対する十分な割当て制限を持っていない場合、そのユー
ザーの表はインポートされません。この制限の利用方法の詳細は、2-70 ページの「表領域を
再編成する方法」を参照してください。

OPTIMAL パラメータパラメータパラメータパラメータ
ロールバック・セグメントのための記憶域パラメータ OPTIMALは、エクスポートおよびイ
ンポート時には保持されません。

OID 索引と索引と索引と索引と LOB 列の記憶域パラメータ列の記憶域パラメータ列の記憶域パラメータ列の記憶域パラメータ
表は、その表の現行の記憶域パラメータを使用してエクスポートされます。オブジェクト表
に関しては、OIDINDEX の作成時に、OIDINDEX の現行の記憶域パラメータおよび名前が
設定されている場合は、それらを使用して作成されます。LOB型列、VARRAY型列または
OPAQUE型列が含まれている表に関しては、LOB型データ、VARRAY型データまたは
OPAQUE型データは、それらの現行の記憶域パラメータを使用して作成されます。

エクスポートの前に、ユーザーが既存の表の記憶域パラメータを変更する場合もあります
が、このような場合、表は変更された記憶域パラメータを使用してエクスポートされます。
ただし、LOB データの記憶域パラメータは、エクスポートの前には変更できません（たとえ
ば、LOB列のチャンク・サイズ、LOB列が CACHEまたは NOCACHEか、など）。

LOB データと LOB 索引は、格納している表と同じ表領域に常駐することはできません。こ
のデータの表領域は、インポート時に読込み / 書込みが可能である必要があります。そうで
ない場合、表はインポートされません。

LOB データまたは LOB 索引がインポート時に存在しない表領域にある場合、またはユー
ザーがその表領域に対して必要な割当て制限を持っていない場合、表はインポートされませ
ん。表領域の句は、表に関する句も含めて複数の句を同時に指定できるため、インポート時
にエラーが発生しても、インポート・ユーティリティではどの表領域句が原因のエラーかを
特定できません。
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表領域を削除する方法
記憶域パラメータの上書き記憶域パラメータの上書き記憶域パラメータの上書き記憶域パラメータの上書き
インポート・ユーティリティを使用してデータをインポートする前に、別の記憶域パラメー
タで、事前に大きな表を作成した方がよい場合があります。その場合は、コマンドラインま
たはパラメータ・ファイルに IGNORE=yを指定します。

エクスポート・パラメータエクスポート・パラメータエクスポート・パラメータエクスポート・パラメータ COMPRESS
エクスポート時のデフォルトによって、初期エクステントにインポートされる表のすべての
データを整理統合するように、記憶域パラメータが調整されます。初期エクステントのサイ
ズを元のまま保つには、エクスポート時にエクステントが整理統合されないように
COMPRESS=nを指定します。詳細は、1-18 ページの「COMPRESS」を参照してください。

読込み専用表領域読込み専用表領域読込み専用表領域読込み専用表領域
読込み専用表領域はエクスポート可能です。インポートでは、表領域がターゲット・データ
ベース内に存在しない場合、読込み / 書込み表領域として表領域が作成されます。読込み専
用機能が必要な場合は、インポート後にその表領域を手動で読込み専用にしてください。

ターゲット・データベース内に表領域がすでに存在し、読込み専用である場合は、インポー
ト前にこの表領域を読込み / 書込み可能にする必要があります。

表領域を削除する方法表領域を削除する方法表領域を削除する方法表領域を削除する方法
インポート前に、オブジェクトに別の表領域を使用するように再定義すると、表領域を削除
できます。impコマンドの発行時には、IGNORE=yを指定します。

表領域を削除するには、通常、全データベース・エクスポートを実行し、（ログオフの前に）
削除する表領域と同名の表領域をブロック数 0（ゼロ）で作成します。IGNORE=yが指定さ
れていると、インポート時にその表領域に関する CREATE TABLESPACE文はエラーとなり
ます。これにより、削除対象である不要な表領域は作成されません。

その表領域のすべてのオブジェクト（ただし、パーティション表、特定の型の表、LOB列ま
たは VARRAY列を含む表またはオーバーフロー・セグメントのある IOT を除く）が、そのオ
ブジェクトの所有者のデフォルトの表領域にインポートされます。インポート・ユーティリ
ティでは、エラーの原因となった表領域を特定できません。かわりに、ユーザー自身が表の
作成後、IGNORE=yを指定して表のインポートを実行する必要があります。

その表領域が存在しない場合、またはデフォルトの表領域に対するユーザーの割当て制限が
十分でない場合は、オブジェクトはデフォルトの表領域にインポートされません。
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表領域を再編成する方法
表領域を再編成する方法表領域を再編成する方法表領域を再編成する方法表領域を再編成する方法
ユーザーの割当て制限が十分な場合、そのユーザーの表はエクスポート元と同じ表領域にイ
ンポートされます。その表領域がもう存在しないか、またはユーザーの割当て制限が十分で
ない場合は、そのユーザーに対するデフォルトの表領域が適用されます。ただし、パーティ
ション表、LOB列または VARRAY列が含まれている表、特定の型の表およびオーバーフ
ロー・セグメントのある IOT には適用されません。この条件を利用して、表領域間でユー
ザーの表を移動できます。

たとえば、全データベース・エクスポートを実行した後、joeの表を表領域 Aから表領域 B
に移動する必要があるとします。この場合には、次の手順を実行します。

1. joeが UNLIMITED TABLESPACE権限を持っている場合、その権限を取り消します。表
領域 Aに対する joeの割当て制限を 0（ゼロ）に設定します。さらに、このような権限
または割当て制限を含む可能性のあるすべてのロールを取り消します。

権限の取消しはカスケード化されません。したがって、joeによって他のロールを付与
されたユーザーは影響を受けません。

2. joeの表をエクスポートします。

3. 表領域 Aから joeの表を削除します。

4. joeに表領域 Bの割当て制限を付与し、joeのデフォルトの表領域とします。

5. joeの表をインポートします（デフォルトでは、joeの表は
表領域 Bにインポートされます）。

統計情報のインポート統計情報のインポート統計情報のインポート統計情報のインポート
統計情報がエクスポート時に必要で、表にアナライザ統計が利用できる場合、エクスポート
によって ANALYZE文が発行され、表の統計情報が再計算されてダンプ・ファイルに書き込
まれます。ほとんどの場合、表、索引および列に対する計算済オプティマイザ統計情報も、
ダンプ・ファイルにエクスポートされます。エクスポート・パラメータの詳細は、1-28 ペー
ジの「STATISTICS」を、インポート・パラメータの詳細は、2-29 ページの「STATISTICS」
を参照してください。

ANALYZE文の実行には時間がかかるため、通常のインポートでは、エクスポートによって
保存される ANALYZE文を計算するのではなく、表（およびその索引や列）の計算済オプ
ティマイザ統計情報を使用してください。デフォルトでは、エクスポート・ダンプ・ファイ
ルにある計算済統計情報が使用されます。

エクスポート・ユーティリティによって、計算済統計情報に問題ありというフラグが付けら
れる場合もあります。詳細は、1-28 ページの「STATISTICS」を参照してください。問題の
ない統計情報のみがインポートされる場合もあります。また、次の場合には、計算済統計情
報がインポートされないこともあります。
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エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用したデータベース移行のパーティション化
� ダンプ・ファイル、インポート・クライアント、インポート・データベース間のキャラ
クタ・セット変換（計算済統計情報で暗黙的に照合順番が変更されている可能性が高い
ため）。

� 表のインポート時に行エラーが発生した場合。

� パーティション・レベル・インポートが実行された場合（列統計情報が、すでに正確で
はないため）。

場合によっては、インポート時に、計算済統計情報ではなく、常に ANALYZE文を使用する
必要があります。たとえば、分散データベースから収集した統計情報は、そのデータが圧縮
形式でインポートされると、適切でなくなる場合があります。このような場合は、インポー
ト時に STATISTICS=RECALCULATEを指定して、統計情報を再計算する必要があります。

インポート時に統計情報を確定しない場合は、STATISTICS=NONEを指定する必要がありま
す。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリ
ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化ティを使用したデータベース移行のパーティション化

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用して大規模データ
ベースを移行する場合、移行を複数のエクスポート・ジョブおよびインポート・ジョブに
パーティション化するとより効率的です。移行をパーティション化する場合は、次のメリッ
トおよびデメリットに注意してください。

移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット移行をパーティション化する場合のメリット
移行をパーティション化すると、次のメリットがあります。

� 多くのサブジョブをパラレルに実行できるため、移行に必要な時間を削減できます。

� 初のエクスポート・ジョブが完了するとすぐにインポート・ユーティリティを起動で
きます。

注意注意注意注意 : ROWS=nを指定しても、計算済統計情報は使用できます。この機
能により、本番データベースからの統計情報を使用して、非本番データ
ベース上で問合せの実行計画のチューニングを行うことができます。この
ような場合は、STATISTICS=SAFEを指定する必要があります。
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移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット移行をパーティション化する場合のデメリット
移行をパーティション化すると、次のデメリットがあります。

� エクスポートおよびインポートのプロセスがより複雑になります。

� 特定の型のオブジェクトに対する相互スキーマ参照のサポートが損なわれます。たとえ
ば、別のスキーマの表に対する外部キー制約を持つ表がスキーマに含まれている場合、
その表を依存スキーマにインポートしたときに、必要な親レコードが存在しない場合が
あります。

エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用エクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用
したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法したデータベース移行のパーティション化方法

データベースの移行をパーティション化方法で実行するには、次の手順に従います。

1. データベースのすべての 上位メタデータに、次のコマンドを発行します。

a. exp dba/password FILE=full FULL=y CONSTRAINTS=n TRIGGERS=n 
ROWS=n INDEXES=n

b. imp dba/password FILE=full FULL=y

2. データベースの各スキーマ n に、次のコマンドを発行します。

a. exp dba/password OWNER=scheman FILE=scheman

b. imp dba/password FILE=scheman FROMUSER=scheman TOUSER=scheman 
IGNORE=y

すべてのエクスポートはパラレルで実行できます。full.dmpのインポートが完了すると、
残りのインポートもパラレルで実行できます。

以前のリリースの以前のリリースの以前のリリースの以前のリリースの Oracle のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法
次の項では、以前のリリースの Oracle データベース・サーバーから Oracle9i サーバーに
データをインポートする場合に、考慮すべき点について説明します。

Oracle7 のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法
この項では、Oracle7 のデータベースのデータを、Oracle9i サーバーにインポートする場合
のガイドラインおよび制限について説明します。

参照参照参照参照 : 1-63 ページの「リリースおよびバージョンが異なるエクスポー
ト・ユーティリティの使用方法」を参照してください。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース移行ガイド』を参照してください。
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DATE 列に関する列に関する列に関する列に関する CHECK 制約制約制約制約
Oracle9i では、DATE列に関する CHECK 制約を有効にするために、TO_DATE関数を使用し
て、日付書式を指定する必要があります。Oracle8i より前のバージョンでは、この関数は必
要なかったため、Oracle8i より前のバージョンの Oracle データベースからデータをインポー
トした場合は、TO_DATE関数が使用されていない場合があります。このような場合、制約
は Oracle9i データベースにインポートされますが、ディクショナリで無効のフラグが付けら
れます。

カタログ・ビュー DBA_CONSTRAINTS、USER_CONSTRAINTSおよび ALL_CONSTRAINTS
を使用すると、制約を識別できます。データベースに無効な日付制約があると、警告メッ
セージが発行されます。

Oracle バージョンバージョンバージョンバージョン 6 のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法
この項では、Oracle バージョン 6 のデータベースのデータを、Oracle9i サーバーにインポー
トする場合のガイドラインおよび制限について説明します。

ユーザー権限ユーザー権限ユーザー権限ユーザー権限
ユーザー定義は、Oracle データベースへのインポート時に CREATE USER文によって作成さ
れます。したがって、旧バージョンのエクスポートで作成されたエクスポート・ファイルか
らインポートするときは、ユーザーが自動的に CREATE SESSION権限を付与されることは
ありません。

CHAR 列列列列
Oracle バージョン 6 の CHAR列は、自動的に Oracle の VARCHAR2データ型に変換されます。

整合性制約の状態整合性制約の状態整合性制約の状態整合性制約の状態
NOT NULL制約は ENABLEDとしてインポートされます。その他の制約はすべて DISABLED
としてインポートされます。

デフォルト列値の長さデフォルト列値の長さデフォルト列値の長さデフォルト列値の長さ
表のデフォルトの列値が列の 大サイズを超えていると、Oracle9i へのインポートの実行時
に次のエラーが発生します。

ORA-01401: 列に挿入した値が大きすぎます。

Oracle バージョン 6 では、CREATE TABLE文で列はチェックされず、列がデフォルト値を
保持できるだけの長さかどうかが確認されませんでした。そのため、このような表をバー
ジョン 6 のデータベースにインポートすることができました。ただし、Oracle9i サーバーで
は、CREATE TABLE 文で列がチェックされます。そのため、バージョン 6 のデータベース
にインポートできた表が、Oracle9i にはインポートできない場合があります。
インポート 2-73



以前のリリースの Oracle のエクスポート・ファイルの使用方法
関数によって返される値がデフォルトの場合、その関数によって返される可能性のある 大
値を保持できるだけの列の長さが必要になります。長さが足りない場合、エクスポート・
ファイルに記録されている CREATE TABLE文によって、インポート時にエラーが返されま
す。

Oracle バージョンバージョンバージョンバージョン 5 のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法のエクスポート・ファイルの使用方法
Oracle9i のインポート・ユーティリティでは、Oracle リリース 5.1.22 以上によって作成され
たエクスポート・ダンプ・ファイルが読み込まれます。次のことに注意してください。

� CHAR列は自動的に VARCHAR2に変換されます。

� NOT NULL制約は ENABLEDとしてインポートされます。

� インポートするクラスタの索引が自動的に作成されます。

リリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよびリリースおよびバージョンが異なるエクスポート・ユーティリティおよび
インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限インポート・ユーティリティの使用上の制限

異なるリリースのエクスポート・ユーティリティおよびインポート・ユーティリティを使用
する場合、次の制限が適用されます。

� エクスポート・ダンプ・ファイルは、特別なバイナリ形式で格納されているため、イン
ポート・ユーティリティによる読込み専用です。

� すべてのエクスポート・ダンプ・ファイルは、上位リリースの Oracle データベース・
サーバーにインポートできます。

� エクスポート・ダンプ・ファイルは、下位のバージョンまたはリリースのインポート・
ユーティリティでは読込みができません。したがって、リリース 8.0 のインポート・
ユーティリティでは、リリース 8.1 のエクスポート・ファイルはインポートできません。
また、バージョン 7 のインポート・ユーティリティでは、バージョン 8 のエクスポー
ト・ダンプ・ファイルはインポートできません。

注意注意注意注意 : Oracle7 では、USER関数の 大値が大きくなったため、USERの
デフォルト値を持つ列の場合、長さが足りないことがあります。USER関
数によって返される 大サイズを判別するには、次の SQL 文を実行して
ください。

DESCRIBE user_sys_privs

表示される USERNAME列の長さが、USER関数によって戻される列の 大
長です。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース移行ガイド』を参照してください。
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� インポート・ユーティリティでは、リリース 5.1.22 以上のエクスポート・ユーティリ
ティで作成されたエクスポート・ダンプ・ファイルの読込みができます。

� インポート・ユーティリティでは、上位のメンテナンス・リリースまたはバージョンの
エクスポート・ユーティリティで作成されたエクスポート・ダンプ・ファイルの読込み
はできません。たとえば、リリース 8.0 のインポート・ユーティリティでは、リリース
8.1 のエクスポート・ダンプ・ファイルはインポートできません。また、バージョン 7
のインポート・ユーティリティでは、バージョン 8 のエクスポート・ダンプ・ファイル
はインポートできません。

� Oracle バージョン 6 以下のエクスポート・ユーティリティは、Oracle8 以上のデータ
ベースには使用できません。

� 下位バージョンのエクスポート・ユーティリティを上位バージョンの Oracle データベー
ス・サーバーで実行すると、下位バージョンに存在しないデータベース・オブジェクト
のカテゴリは、常にエクスポートから除外されます。たとえば、Oracle7 データベー
ス・サーバーにはパーティション表が存在しませんでした。そのため、Oracle8 のパー
ティション表を Oracle7 データベースに移動させる必要がある場合は、まず、表を非
パーティション表に再編成する必要があります。

� ダイレクト・パスの場合も従来型パスの場合も、Oracle9i のエクスポート・ユーティリ
ティを使用して作成されたエクスポート・ファイルは、旧リリースのインポート・ユー
ティリティとは互換性がないため、インポートに使用できるのは Oracle9i のインポー
ト・ユーティリティのみです。下位互換性が問題となる場合は、Oracle9i データベース
に対して下位のリリースまたはバージョンのエクスポート・ユーティリティを使用しま
す。

� Oracle8i リリース 8.1.7 データベースからのジョブ・キューは、下位のリリースのデータ
ベースにインポートできません。したがって、インポートの終了後、手動でジョブを再
開する必要があります。

CHARSET パラメータパラメータパラメータパラメータ
デフォルト : なし

このパラメータは、Oracle バージョン 5 およびバージョン 6 のエクスポート・ファイルにの
み適用されます。このパラメータはできるだけ使用しないでください。これは、下位バー
ジョンとの互換性のためにのみ用意されているパラメータです。このパラメータは将来廃止
される予定です。

Oracle バージョン 5 およびバージョン 6 のエクスポート・ファイルには、データベース・
キャラクタ・セット識別子が含まれていません。ただし、バージョン 5 またはバージョン 6
のエクスポート・ファイルでは、ユーザー・セッションで使用されているキャラクタ・セッ
トが ASCII かまたは EBCDIC かということが認識されます。

このパラメータを使用して、エクスポート時に実際に使用されるキャラクタ・セットを示し
ます。指定したキャラクタ・セットがエクスポート・ファイル内のキャラクタ・セットに基
づく ASCII または EBCDIC かどうかが検証されます。
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CHARSETパラメータの値を指定しなかった場合、エクスポート・ファイルのキャラクタ・
セットが ASCII のときは、インポート時に、ユーザー・セッションのキャラクタ・セットは
ASCII であると検証されます。または、エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットが
EBCDIC のときは、インポート時に、ユーザー・セッションのキャラクタ・セットは
EBCDIC であると検証されます。

Oracle7 以上を使用している場合、キャラクタ・セットはエクスポート・ファイル内で指定
され、現行のデータベースで使用されているキャラクタ・セットへ自動的に変換されます。
このパラメータは、エクスポート・ファイルのキャラクタ・セットが、要求されている値と
一致するかどうかを確認するためのみに使用されます。キャラクタ・セットが一致しない場
合はエラーになります。
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第第第第II部部部部

    SQL*Loader

第 II 部では、SQL*Loader ユーティリティについて説明します。この部に含まれる章は、次
のとおりです。

第 3 章「SQL*Loader の概念」

この章では、SQL*Loader の機能について説明します。また、データ・ロードの概念（オブ
ジェクト・サポートも含む）についても説明します。さらに、SQL*Loader への入力、デー
タベースの事前準備および SQL*Loader からの出力についても説明します。

第 4 章「SQL*Loader コマンドライン・リファレンス」

この章では、SQL*Loader で使用するコマンドラインの構文について説明します。コマンド
ライン引数、SQL*Loader のメッセージを抑制する方法、バインド配列のサイズ指定などに
ついて説明します。

第 5 章「SQL*Loader 制御ファイル・リファレンス」

この章では、SQL*Loader の設定に使用する制御ファイルの構文、およびデータを Oracle の
形式にマップする方法を SQL*Loader に記述する方法について説明します。詳細な構文図を
示すとともに、データ・ファイル、表と列、データの位置、ロードするデータの型と形式な
どの指定に関する情報についても説明します。

第 6 章「フィールド・リスト・リファレンス」

この章では、SQL*Loader 制御ファイルのフィールド・リストのセクションについて説明し
ます。フィールド・リストには、位置、データ型、条件、デリミタなど、ロードするフィー
ルドの情報が提供されます。

第 7 章「オブジェクト、LOB およびコレクションのロード」

この章では、オブジェクト表および REF列のロードに加えて、様々な形式でのオブジェクト
のロード方法について説明します。また、LOB および列のロードについても説明します。

第 8 章「SQL*Loader ログ・ファイル・リファレンス」

この章では、ログ・ファイルに記述される情報について説明します。



第 9 章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・ パス・ロード」

この章では、従来型パス・ロードとダイレクト・パス・ロードの違いを説明します。ダイレ
クト・パス・ロードは、大量のデータを従来より高速にロードするための高パフォーマン
ス・オプションです。

第 10 章「SQL*Loader の事例」

この章では、様々な事例から SQL*Loader の機能を説明します。可変長データ、固定形式レ
コード、自由形式ファイルのロード方法、複数の物理レコードを 1 件の論理レコードとして
ロードする方法、複数の表のロード方法、ダイレクト・パスを使用したロード方法、および
オブジェクト、コレクション、REF列のロード方法について説明します。
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SQL*Loader の概念の概念の概念の概念

この章では、SQL*Loader による Oracle データベースへのデータのロードについて、基本的
な概念を説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� SQL*Loader の機能

� SQL*Loader 制御ファイル

� 入力データおよびデータ・ファイル

� LOBFILE および SDF

� データ変換およびデータ型仕様

� 廃棄レコードおよび拒否レコード

� ログ・ファイルおよびログ情報

� 従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表ロード

� オブジェクト、コレクションおよび LOB のロード

� パーティション・オブジェクトのサポート

� アプリケーション開発 : ダイレクト・パス・ロード API
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SQL*Loader の機能
SQL*Loader の機能の機能の機能の機能
SQL*Loader を使用して、外部ファイルのデータを Oracle データベースの表にロードしま
す。強力なデータ解析エンジンによって、あらゆるデータ形式のデータ・ファイルに対応で
きます。SQL*Loader を使用して、次のことが可能です。

� 同一のロード・セッションでの複数のデータ・ファイルからのデータのロード。

� 同一のロード・セッションでの複数の表へのデータのロード。

� データのキャラクタ・セットの指定。

� ロード・データの選択（レコード値に基づいたロード）。

� ロード前の、SQL 関数を使用したデータ処理。

� 指定した列に対する、一意の順序キーの生成。

� オペレーティング・システムのファイル・システムを使用したデータ・ファイルへのア
クセス。

� ディスク、テープまたは Named Pipe からのデータのロード。

� 高度なエラー・レポートの生成による、トラブルシューティングの支援。

� 複合オブジェクト・リレーショナル・データの任意のロード。

� セカンダリ・データ・ファイル（SDF）を使用した、LOB およびコレクションのロー
ド。

� 従来型パス・ロードまたはダイレクト・パス・ロードの使用。従来型パス・ロードでは
高い柔軟性を、ダイレクト・パス・ロードでは優れたロード・パフォーマンスを提供し
ます。詳細は、第 9 章を参照してください。

� DB2 ロード・ユーティリティの制御ファイルをほとんど変更せずに、SQL*Loader 制御
ファイルとして使用。詳細は、付録 B を参照してください。

一般的な SQL*Loader セッションでは、SQL*Loader の動作を制御する制御ファイルと 1 つ
以上のデータ・ファイルが入力用に使用されます。SQL*Loader の出力先は、データがロー
ドされる Oracle データベース、ログ・ファイル、不良ファイルで、廃棄ファイルに出力さ
れる場合もあります。図 3-1 に、SQL*Loader セッションの流れの例を示します。
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SQL*Loader 制御ファイル
図図図図 3-1 SQL*Loader の概要の概要の概要の概要

SQL*Loader 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル
制御ファイルは、SQL*Loader が解釈できる言語で記述されたテキスト・ファイルです。制
御ファイルは、データの場所、データの分析と解釈方法、データの挿入先などを
SQL*Loader に通知します。

制御ファイルには、大きく分けて 3 つのセクションがあります。

第 1 セクションには、セッション全体の情報が記述されます。たとえば、次のような情報で
す。

� バインドサイズ、行、スキップ・レコードなどのようなグローバル・オプション

� 入力データの配置先を指定する INFILE句

� ロードされるデータ

第 2 セクションは、1 つ以上の INTO TABLEブロックで構成されています。それぞれのブ
ロックには、表名、その表の列などの、データがロードされる表についての情報が含まれて
います。

第 3 セクションはオプションで、このセクションがある場合は、入力データが記述されま
す。
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入力データおよびデータ・ファイル
制御ファイルの構文には、次の注意事項があります。

� 構文は、自由形式で記述できます（文は複数行になってもかまいません）。

� 大文字と小文字は、一重引用符または二重引用符で囲まれた文字列の場合のみ区別さ
れ、それ以外では区別されません。

� 先頭にハイフンを 2 つ（--）続けて入力することによって、コメントを挿入できます。
ハイフンから行の終わりまでがコメントになります。オプションである第 3 セクション
では、二重ハイフンがコメントとしてではなくデータとして解釈されるため、このセク
ションでのコメントはサポートされません。

� CONSTANTキーワードは、SQL*Loader では特別な意味があり予約されています。競合
の可能性を回避するために、表または列の名前に CONSTANTという語を使用しないこと
をお薦めします。

入力データおよびデータ・ファイル入力データおよびデータ・ファイル入力データおよびデータ・ファイル入力データおよびデータ・ファイル
制御ファイルに指定された 1 つ以上のファイルなどから、SQL*Loader にデータが読み込ま
れます。SQL*Loader から見ると、データ・ファイルのデータはレコードとして構成されて
います。データ・ファイルには、固定レコード形式、可変レコード形式またはストリーム・
レコード形式があります。レコード形式は、INFILEパラメータを使用して制御ファイルに
指定することができます。レコード形式が指定されない場合、デフォルトはストリーム・レ
コード形式になります。

固定レコード形式固定レコード形式固定レコード形式固定レコード形式
固定レコード形式のファイルでは、データ・ファイルにあるすべてのレコードが同じバイト
長です。この形式は柔軟性はありませんが、その結果、可変長またはストリーム形式よりも
高いパフォーマンスを得ることができます。また、固定形式は簡単に指定できます。次に例
を示します。

INFILE datafile_name "fix n"

ここでは、特殊なデータ・ファイルが、SQL*Loader によって全レコード nバイト長の固定
レコード形式で解釈されるように指定しています。

参照参照参照参照 : 制御ファイルの構文およびセマンティクスの詳細は、第 5 章を参
照してください。

注意注意注意注意 : 制御ファイル内部でデータが指定されている場合（INFILE *が
制御ファイルに指定されている場合）、そのデータはデフォルトでレコー
ド終了記号を使用したストリーム・レコード形式として解釈されます。
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入力データおよびデータ・ファイル
例 3-1 に、固定レコード形式で解釈されるようにデータ・ファイルを指定する制御ファイル
を示します。この例では、5 つの物理レコードがあります。ピリオド（.）が空白を示すと想
定すると、第 1 の物理レコードは [001,・d,.] で、11 バイト（シングルバイト・キャラクタ・
セットと想定）です。第 2 のレコードは [0002,fghi,\n] で、改行文字（11 バイト目）が続き
ます。改行文字は、固定レコード形式では必要ありません。

文字長セマンティクスが使用されているファイルでも、長さは常にバイト単位で解析されま
す。これは、文字長セマンティクスで処理されるフィールドとバイト長セマンティクスで処
理されるフィールドがファイル内に混在する可能性があるため必要です。詳細は、5-22 ペー
ジの「文字長セマンティクス」を参照してください。

例例例例 3-1 固定レコード形式でのデータのロード固定レコード形式でのデータのロード固定レコード形式でのデータのロード固定レコード形式でのデータのロード

load data
infile 'example.dat'  "fix 11"
into table example
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"'
(col1, col2)

example.dat:
001,   cd, 0002,fghi,
00003,lmn,
1, "pqrs",
0005,uvwx,

可変レコード形式可変レコード形式可変レコード形式可変レコード形式
可変レコード形式のファイルでは、文字フィールドの各レコード長がデータ・ファイルの各
レコードの開始位置に含まれています。この形式は、固定レコード形式より柔軟性があり、
ストリーム・レコード形式よりパフォーマンスに優れています。可変レコード形式の場合、
たとえば、次のように指定できます。

INFILE "datafile_name" "var n"

nには、レコード長フィールドのバイト数を指定します。指定しない場合、長さは 5 バイト
とみなされます。nに、40 より大きい値を指定すると、エラーになります。

例 3-2 に、ファイル名が example.datでレコード長フィールドが 3 バイト長の可変レコー
ド形式の入力データに対する制御ファイルの指定を示します。example.datデータ・ファ
イルは、3 つの物理レコードで構成されています。1 つ目のレコードは 009（すなわち 9）バ
イト長、2 つ目のレコードは 010（すなわち 1 バイトの改行を含めて 10）バイト長、3 つ目
は 012（同様に 1 バイトの改行を含む）バイト長で指定されています。改行文字は、可変レ
コード形式では必要ありません。ここでは、シングルバイト・キャラクタ・セットであると
します。

文字長セマンティクスが使用されているファイルでも、長さは常にバイト単位で解析されま
す。これは、文字長セマンティクスで処理されるフィールドとバイト長セマンティクスで処
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入力データおよびデータ・ファイル
理されるフィールドがファイル内に混在する可能性があるため必要です。詳細は、5-22 ペー
ジの「文字長セマンティクス」を参照してください。

例例例例 3-2 可変レコード形式でのデータのロード可変レコード形式でのデータのロード可変レコード形式でのデータのロード可変レコード形式でのデータのロード

load data
infile 'example.dat'  "var 3"
into table example
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"'
(col1 char(5),
 col2 char(7))

example.dat:
009hello,cd,010world,im,
012my,name is,

ストリーム・レコード形式ストリーム・レコード形式ストリーム・レコード形式ストリーム・レコード形式
ストリーム・レコード形式では、レコードをサイズで指定してではなく、SQL*Loader でレ
コード終了記号を読み込むことによって、レコードが確認されます。ストリーム・レコード
形式は も柔軟性のある形式ですが、パフォーマンスに影響する場合があります。ストリー
ム・レコード形式として指定するには、次のように指定します。

INFILE datafile_name ["str terminator_string"]

terminator_stringには、次の 'char_string'または X'hex_string'を指定しま
す。

� 'char_string'は、一重引用符または二重引用符で囲まれた文字列です。

� X'hex_string'は、16 進形式のバイト列です。

terminator_stringに、特別な（印字不可能な）文字が含まれる場合、X'hex_string'
で指定する必要があります。ただし、一部の印字不可能な文字列（'char_string'）は
バックスラッシュを使用すると指定できます。次に例を示します。

� \n LF

� \t 水平タブ

� \f 改ページ

� \v 垂直タブ

� \r 改行

セッションに対して NLS_LANGパラメータに指定されているキャラクタ・セットが、デー
タ・ファイルのキャラクタ・セットと異なる場合、文字列はデータ・ファイルのキャラク
タ・セットに変換されます。これは、SQL*Loader でデフォルトのレコード終了記号が確認
される前に行われます。
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入力データおよびデータ・ファイル
16 進文字列はデータ・ファイルのキャラクタ・セット内にあるとみなされ、変換は実行され
ません。

UNIX ベースのプラットフォームでは、terminator_stringを指定しない場合、デフォル
トで LF 文字 \nが使用されます。

Windows NT では、terminator_stringを指定しない場合、\nまたは \r\nのうちデー
タ・ファイル内で先に現れる文字がレコード終了記号として使用されます。データ・ファイ
ルの 1 つ以上のレコードで、フィールドに \nが埋め込まれていることがわかっている場合
に、\r\nをレコード終了記号として使用するには、terminator_stringを指定する必要
があります。

例 3-3 に、terminator_stringが文字列 '|\n'で指定されている場合に、ストリーム・
レコード形式でデータをロードする方法を示します。バックスラッシュを使用すると、文字
列に印字可能な改行文字を指定することができます。

例例例例 3-3 ストリーム・レコード形式でのデータのロードストリーム・レコード形式でのデータのロードストリーム・レコード形式でのデータのロードストリーム・レコード形式でのデータのロード

load data
infile 'example.dat'  "str '|\n'"
into table example
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"'
(col1 char(5),
 col2 char(7))

example.dat:
hello,world,|
james,bond,|

論理レコード論理レコード論理レコード論理レコード
入力データは、指定されたレコード形式で物理レコードに編成されます。デフォルトでは、
物理レコードは論理レコードですが、複数の物理レコードが 1 件の論理レコードに結合され
る場合もあります。

次のいずれかの方法によって、論理レコード形式に結合されます。

� 物理レコードの固定数を、それぞれの論理レコードの形式に組み合せます。

� 特定の条件が真である場合、物理レコードを論理レコードに組み合せます。

参照参照参照参照 :

� 5-26 ページの「物理レコードからの論理レコードの作成」を参照して
ください。

� 連続フィールドを使用して、複数の物理レコードを 1 つの論理レコー
ドに結合する方法の例については、10-15 ページの「事例 4: 結合され
た物理レコードのロード」を参照してください。
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LOBFILE および SDF
データ・フィールドデータ・フィールドデータ・フィールドデータ・フィールド
論理レコードが作成されると、フィールドが設定されます。フィールド設定では、制御ファ
イルのフィールド指定を使用して、論理レコードのデータのどの部分が制御ファイルの
フィールドに対応しているのかを SQL*Loader で判断します。2 つ以上のフィールド指定に
同じデータを使用できます。また、論理レコードに、制御ファイルのフィールド指定で使用
されないデータを含めることもできます。

ほとんどの場合、制御ファイルのフィールドに、論理レコードの特定の位置や長さの指定が
必要です。この部分は、次のような形式で指定します。

� データ・フィールドの開始バイト位置または終了位置（あるいはその両方）を指定でき
ます。この指定形式に柔軟性はありませんが、フィールド設定によって高パフォーマン
スが得られます。

� 特殊なデータ・フィールドの区切り（囲みまたは終了（あるいはその両方））文字列を
指定できます。デリミタ付きデータ・フィールドは、データ・フィールドの開始バイト
位置が指定されている場合を除いて、直前のデータ・フィールドの終了位置から始まる
とみなされます。

� バイト・オフセットまたはデータ・フィールドの長さ（あるいはその両方）を指定でき
ます。この方法では、各フィールドは、直前のフィールドが終了した位置から、指定さ
れたバイト数の位置で始まり、指定された長さの位置で終了します。

� Length-value データ型が使用できます。この場合、データ・フィールドの 初の nバイ
ト数に、データ・フィールドの残りの長さについての情報が含まれています。

LOBFILE およびおよびおよびおよび SDF
LOB データは、非常に長いデータであるため、LOBFILE からロードすると有効です。
LOBFILE では、LOB データのインスタンスは、フィールド（事前に決められたサイズ、デ
リミタ付き、Length-Value）内にあるとみなされますが、これらのフィールドは、レコード
に編成されていません（LOBFILE にはレコードの概念がありません）。そのため、レコード
を扱うことによって発生する処理のオーバーヘッドを回避できます。このようなデータの編
成方法は、LOB のロードにとって理想的です。

たとえば、従業員名、従業員 ID および従業員の履歴をロードする場合に LOBFILE を使用す
るとします。従業員名および従業員 ID をメイン・データ・ファイルから読み込み、非常に
長い従業員の履歴を LOBFILE から読み込むことができます。

また、簡単に XML データをロードする場合に LOBFILE を使用するとします。XML列を使
用して、構造化データおよび半構造化データのモデルを保持できます。そのようなデータ
は、非常に長いデータです。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 6-7 ページの「SQL*Loader のデータ型」

� 6-24 ページの「デリミタの指定」
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廃棄レコードおよび拒否レコード
SDF とプライマリ・データ・ファイルの概念は類似しています。プライマリ・データ・ファ
イルと同様に、SDF は、レコードおよびフィールドで構成されたレコードの集まりです。
SDF は、制御ファイルごとに指定されます。SDF をデータ・ソースとして命名できるのは、
collection_fld_specのみです。

 SDF を指定するには、SDFパラメータを使用します。SDFパラメータの後に、ファイル指定
文字列、または 1 つ以上のファイル指定文字列を含むデータ・フィールドにマップされた
FILLERフィールドを指定します。

データ変換およびデータ型仕様データ変換およびデータ型仕様データ変換およびデータ型仕様データ変換およびデータ型仕様
従来型パス・ロード中に、データ・ファイルのデータ・フィールドが、データベースの列に
変換されます（概念的にはダイレクト・パス・ロードと同様ですが、実装は異なります）。
変換には、次の 2 つの手順があります。

1. SQL*Loader で、制御ファイルにあるフィールド指定を使用してデータ・ファイルの形
式を解析し、次に、入力データを解析します。そのデータを使用して SQL INSERT 文に
対応するバインド配列を移入します。

2. Oracle データベース・サーバーがデータを受け取り、INSERT文を実行してデータベー
スにデータを格納します。

Oracle データベース・サーバーでは、列のデータ型を使用して 終的な格納形式にデータを
変換します。データ・ファイル内のフィールドとデータベース内の列の違いに注意する必要
があります。また、SQL*Loader 制御ファイルで定義されているフィールドのデータ型が、
データベースの列のデータ型と同じではないことにも注意してください。

廃棄レコードおよび拒否レコード廃棄レコードおよび拒否レコード廃棄レコードおよび拒否レコード廃棄レコードおよび拒否レコード
入力ファイルから読み込まれたすべてのレコードが、データベースに挿入されるわけではあ
りません。挿入されないレコードは、不良ファイルまたは廃棄ファイルに書き込まれます。

不良ファイル不良ファイル不良ファイル不良ファイル
不良ファイルには、SQL*Loader または Oracle データベース・サーバーによって拒否レコー
ドが書き込まれます。次に、その理由を示します。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 7-23 ページの「LOBFILE からの LOB データのロード」

� 7-31 ページの「SDF」
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廃棄レコードおよび拒否レコード
SQL*Loader による拒否による拒否による拒否による拒否
入力形式が不適切なデータ・ファイル・レコードは、SQL*Loader によって拒否されます。
たとえば、2 番目の囲みデリミタがない場合や、デリミタ付きフィールドが 大長を超えて
いる場合、レコードは、SQL*Loader によって拒否されます。拒否レコードは、不良ファイ
ルに書き込まれます。

Oracle による拒否による拒否による拒否による拒否
データ・ファイル・レコードは、SQL*Loader によって受け取られた後、Oracle データベー
ス・サーバーに送られ、行として表に挿入されます。Oracle データベース・サーバーによっ
て有効であると判断された行は、表に挿入されます。行が無効であると判断された場合、レ
コードは拒否され、不良ファイルに書き込まれます。行が無効であると判断される例として
は、キーが重複している場合、必須入力フィールドに対応するデータが NULL 値の場合、ま
たはフィールドに Oracle データ型ではないデータ型が指定された場合が考えられます。

廃棄ファイル廃棄ファイル廃棄ファイル廃棄ファイル
SQL*Loader の実行によって、廃棄ファイルをコールするファイルが作成されることがあり
ます。ファイルが作成されるのは必要な場合のみで、廃棄ファイルを使用可能にすることを
指定してある場合にかぎります。廃棄ファイルには、制御ファイルに指定されているレコー
ド選択基準に一致しなかったため、ロード対象から除外されたレコードが入ります。

したがって、廃棄ファイルには、データベースのどの表にも挿入されなかったレコードが格
納されます。廃棄ファイルに格納可能なレコードの 大数を指定できます。レコードのデー
タがいずれかの表に書き込まれる場合、このレコードは廃棄ファイルには書き込まれませ
ん。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 5-11 ページの「不良ファイルの指定」

� 10-15 ページの「事例 4: 結合された物理レコードのロード」にある不
良ファイルの使用例

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 10-15 ページの「事例 4: 結合された物理レコードのロード」

� 5-14 ページの「廃棄ファイルの指定」
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従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表ロード
ログ・ファイルおよびログ情報ログ・ファイルおよびログ情報ログ・ファイルおよびログ情報ログ・ファイルおよびログ情報
SQL*Loader で処理が開始されると、ログ・ファイルが作成されます。ログ・ファイルを作
成できない場合、処理は終了します。このログ・ファイルにはロード中に発生したエラーに
関する記述など、ロードに関する詳細情報が記録されます。

従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表従来型パス・ロード、ダイレクト・パス・ロードおよび外部表
ロードロードロードロード

SQL*Loader でデータをロードするには、次の方法があります。

� 従来型パス・ロード

� ダイレクト・パス・ロード

� 外部表ロード

従来型パス・ロード従来型パス・ロード従来型パス・ロード従来型パス・ロード
従来型パス・ロードでは、入力レコードがフィールド指定を基に解析され、各データ・
フィールドが対応するバインド配列にコピーされます。バインド配列がいっぱいになるか、
または 終レコードが読み込まれた時点で配列の挿入が実行されます。

SQL*Loader では、バインドの配列に挿入後、LOB フィールドが格納されます。そのため、
LOB フィールドの処理にエラーが発生した場合（たとえば、LOBFILE がないなど）、LOB
フィールドは空のままになります。配列の挿入の実行後に LOB データがロードされるため、
BEFOREおよび AFTER行トリガーは LOB列に対して機能しない場合もあります。これは、
SQL*Loader で列に LOB の内容をロードする機会を持つ前にトリガーが起動されるためで
す。たとえば、LOB列 C1にデータをロードして、BEFORE行トリガーを使用してその LOB
列の内容を調べ、その結果を基に、他の列 C2にロードされる値を導出するとします。これ
は、トリガーの起動時に LOB の内容がロードされていないため不可能です。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 第 8 章「SQL*Loader ログ・ファイル・リファレンス」

� 第 10 章「SQL*Loader の事例」の「ログ・ファイルのサンプル」

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 9-2 ページの「データのロード方法」

� 5-43 ページの「バインド配列および従来型パス・ロード」
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ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロードでは、入力レコードがフィールド指定を基に解析され、入力
フィールド・データが列のデータ型に変換されて列配列が作成されます。この列配列は、
Oracle データベース・ブロック形式でデータ・ブロックを作成するブロック・フォーマッタ
に渡されます。新しくフォーマットされたデータベース・ブロックはデータベースに直接書
き込まれるため、RDBMS による処理の大部分が省略されます。ダイレクト・パス・ロード
による処理は、従来型パス・ロードと比較すると非常に高速ですが、制限事項がいくつかあ
ります。

パラレル・ダイレクト・パスパラレル・ダイレクト・パスパラレル・ダイレクト・パスパラレル・ダイレクト・パス
パラレル・ダイレクト・パス・ロードでは、複数のダイレクト・パス・ロード・セッション
で同じデータ・セグメントを同時にロードできます（セグメント内の並列化が可能です）。
パラレル・ダイレクト・パスには、ダイレクト・パスより多くの制約事項があります。

外部表ロード外部表ロード外部表ロード外部表ロード
1 回の外部表ロードで、データ・ファイルのデータに 1 つの外部表が作成されます。
INSERT文を実行して、データ・ファイルのデータをターゲット表に挿入します。

従来型パス・ロードおよびダイレクト・パス・ロードではなく、外部表ロードを使用した場
合のメリットは、次のとおりです。

� 外部表ロードでは、パラレルでデータ・ファイルをロードできます。データ・ファイル
が大きい場合、パラレルでファイルをロードできます。

� 外部表ロードでは、外部表の作成に使用される INSERT文の一部として SQL 関数および
PL/SQL ファンクションを使用することによってロードされるデータを変更できます。

オブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよび LOB のロードのロードのロードのロード
オブジェクト、コレクションおよび LOB のバルクロードに SQL*Loader を使用できます。
オブジェクトの概念および Oracle のオブジェクト・サポートの実装の詳細は、『Oracle9i
データベース概要』および『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

参照参照参照参照 : 9-5 ページの「ダイレクト・パス・ロード」を参照してください。

参照参照参照参照 : 9-29 ページの「パラレル・データ・ロード・モデル」を参照して
ください。

参照参照参照参照 : 次の章を参照してください。

� 第 11 章「外部表の概要」

� 第 12 章「外部表アクセス・パラメータ」
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サポートされるオブジェクト型サポートされるオブジェクト型サポートされるオブジェクト型サポートされるオブジェクト型
SQL*Loader では、次の 2 つのオブジェクト型のロードがサポートされています。

列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクト
表の列が、なんらかのオブジェクト型である場合、その列のオブジェクトは列オブジェクト
と呼ばれます。概念的には、そのようなオブジェクトは、行の単一の列位置に全体が格納さ
れます。これらのオブジェクトにはオブジェクト識別子がなく、参照することはできませ
ん。

列オブジェクトのオブジェクト型が NOT FINAL であると宣言されると、SQL*Loader で導
出された型（またはサブタイプ）を列オブジェクトにロードできます。

行オブジェクト行オブジェクト行オブジェクト行オブジェクト
これらのオブジェクトはオブジェクト表と呼ばれる表に格納され、オブジェクト表にはオブ
ジェクトの属性に対応する列があります。さらに、そのオブジェクト表にはシステムが生成
する SYS_NC_OID$という列があり、その列に、表の各オブジェクトに対してシステムが生
成する一意の識別子（OID）が格納されます。他の表の列は、これらのオブジェクトを OID
を使用して参照できます。

列オブジェクトのオブジェクト型が NOT FINAL であると宣言されると、SQL*Loader で導
出された型（またはサブタイプ）を列オブジェクトにロードできます。

サポートされるコレクション型サポートされるコレクション型サポートされるコレクション型サポートされるコレクション型
SQL*Loader では、次の 2 つのコレクション型のロードがサポートされています。

ネストした表ネストした表ネストした表ネストした表
ネストした表は、別の表に列があるように見える表です。別の表に対して実行できるすべて
の操作は、ネストした表に対しても実行できます。

VARRAY
VARRAY は、可変サイズの配列です。配列は、要素と呼ばれる、一連の組込み型またはオブ
ジェクトの順序付けられた集合です。各配列の要素は同一の型であり、VARRAY 内の要素の
位置に対応する一意の番号（index）を持ちます。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 7-2 ページの「列オブジェクトのロード」

� 7-12 ページの「オブジェクト表のロード」
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パーティション・オブジェクトのサポート
VARRAY 型の作成時に、 大数を指定する必要があります。VARRAY 型を宣言すると、リ
レーショナル表の列のデータ型、オブジェクト型属性、または PL/SQL 変数として使用する
ことができます。

サポートされるサポートされるサポートされるサポートされる LOB 型型型型
LOB は、ラージ・オブジェクト型です。今回のリリースの SQL*Loader では、4 つの LOB
型のロードをサポートしています。

� BLOB: 構造化されていないバイナリ・データを含む LOB。

� CLOB: 文字データを含む LOB。

� NCLOB: データベースの各国語キャラクタ・セットの文字を含む LOB。

� BFILE: データベースの表領域ではなく、サーバー側のオペレーティング・システム・
ファイルに格納されている BLOB。

LOB は列データ型で、NCLOB 以外は、オブジェクトの属性データ型です。LOB は実際の値
を持ち、その値は NULL でも「値なし（空）」でもかまいません。

パーティション・オブジェクトのサポートパーティション・オブジェクトのサポートパーティション・オブジェクトのサポートパーティション・オブジェクトのサポート
SQL*Loader では、データベース内のパーティション・オブジェクトのロードをサポートし
ています。Oracle データベースでは、グループ化されたパーティション（部分）で構成され
る表または索引が、パーティション・オブジェクトに相当します。一般に、パーティション
は共通の論理属性によってグループ化されます。たとえば、2000 年度の売上データを、月別
にパーティション化するとします。この場合、各月のデータは、売上表の中のそれぞれ別の
パーティションに保存されます。このパーティションはそれぞれ、データベース内の異なる
セグメントに保存されます。また、パーティションごとに異なる物理属性を指定できます。

次に、パーティション・オブジェクトがサポートされたことによって、SQL*Loader でロー
ドが可能になったものを示します。

� パーティション表中の個別パーティション

� パーティション表中の全パーティション

� 非パーティション表

参照参照参照参照 : SQL*Loader 制御ファイルの DDL を使用してこれらのコレクショ
ン型をロードする方法の詳細は、7-29 ページの「コレクション（ネストし
た表および VARRAY）のロード」を参照してください。

参照参照参照参照 : SQL*Loader 制御ファイルの DDL を使用してこれらの LOB 型を
ロードする方法の詳細は、7-18 ページの「LOB のロード」を参照してく
ださい。
3-14 Oracle9i データベース・ユーティリティ



アプリケーション開発 : ダイレクト・パス・ロード API
アプリケーション開発アプリケーション開発アプリケーション開発アプリケーション開発 : ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード API
アプリケーション開発のために、ダイレクト・パス・ロード API が提供されています。詳細
は、『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』を参照してください。
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SQL*Loader コマンドライン・リファレンスコマンドライン・リファレンスコマンドライン・リファレンスコマンドライン・リファレンス

この章では、SQL*Loader を起動するために使用するコマンドライン・パラメータについて
説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� SQL*Loader の起動

� コマンドライン・パラメータ

� 終了コードによる結果の検査と表示
ンス 4-1



SQL*Loader の起動
SQL*Loader の起動の起動の起動の起動
SQL*Loader を起動すると、セッションの特性を確立するために特定のパラメータを指定で
きます。パラメータは任意の順序で入力できます。オプションとして、カンマで区切ること
もできます。パラメータに値を指定するか、場合によっては、値を入力しないでデフォルト
を指定できます。

次に例を示します。

SQLLDR CONTROL=foo.ctl, LOG=bar.log, BAD=baz.bad, DATA=etc.dat 
   USERID=scott/tiger, ERRORS=999, LOAD=2000, DISCARD=toss.dis,
   DISCARDMAX=5

任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動すると、次のようなヘルプ画面が表示
されます。使用可能なパラメータおよびそれらのデフォルト値が示されます。

sqlldr
...
SQL*Loader: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 12:06:17 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Usage: SQLLDR keyword=value [,keyword=value,...]

Valid Keywords:

    userid -- ORACLE username/password           
   control -- Control file name                  
       log -- Log file name                      
       bad -- Bad file name                      
      data -- Data file name                     
   discard -- Discard file name                  
discardmax -- Number of discards to allow          (Default all)
      skip -- Number of logical records to skip    (Default 0)
      load -- Number of logical records to load    (Default all)
    errors -- Number of errors to allow            (Default 50)
      rows -- Number of rows in conventional path bind array or between
direct path data saves
               (Default: Conventional path 64, Direct path all)
  bindsize -- Size of conventional path bind array in bytes  (Default 256000)
    silent -- Suppress messages during run (header,feedback,errors,discards,partitions)
    direct -- use direct path                      (Default FALSE)
   parfile -- parameter file: name of file that contains parameter specifications
  parallel -- do parallel load                     (Default FALSE)
      file -- File to allocate extents from      
skip_unusable_indexes -- disallow/allow unusable indexes or index partitions  (Default FALSE)
skip_index_maintenance -- do not maintain indexes, mark affected indexes as unusable  (Default FALSE)
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  readsize -- Size of Read buffer                  (Default 1048576)
external_table -- use external table for load; NOT_USED, GENERATE_ONLY, EXECUTE  (Default NOT_ USED)
columnarrayrows -- Number of rows for direct path column array  (Default 5000)
streamsize -- Size of direct path stream buffer in bytes  (Default 256000)
multithreading -- use multithreading in direct path  
 resumable -- enable or disable resumable for current session  (Default FALSE)
resumable_name -- text string to help identify resumable statement 
resumable_timeout -- wait time (in seconds) for RESUMABLE  (Default 7200)
date_cache -- size (in entries) of date conversion cache  (Default 1000)

PLEASE NOTE: Command-line parameters may be specified either by position or by keywords.  
An example of the former case is 'sqlldr scott/tiger foo'; an example of the latter is 'sqlldr 
control=foo userid=scott/tiger'.  One may specify parameters by position before but not after 
parameters specified by keywords.  For example,'sqlldr scott/tiger control=foo logfile=log' is 
allowed, but 'sqlldr scott/tiger control=foo log' is not, even though the position of the parameter 
'log' is correct.

制御ファイルでのパラメータの指定制御ファイルでのパラメータの指定制御ファイルでのパラメータの指定制御ファイルでのパラメータの指定
コマンドラインの長さが、ご使用のシステムの許容 大長を超える場合は、コマンドライ
ン・パラメータを制御ファイルで指定できます。制御ファイルでのパラメータの指定方法の
詳細は、5-4 ページの「OPTIONS 句」を参照してください。

PARFILEパラメータで指定した別のファイルにも指定できます。値がほとんど変更されな
いパラメータを指定する場合は、前述のいずれかの方法で指定してください。このようにし
て指定されたパラメータは、コマンドラインから別の指定を行うことによって、取り消すこ
とができます。

注意注意注意注意 : SQL*Loader を起動するコマンドは、オペレーティング・システム
によって異なります。この章の例では、UNIX での名前 sqlldrを使用し
ています。ご使用のシステムの正しいコマンドの詳細は、オペレーティン
グ・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

参照参照参照参照 : すべてのコマンドライン・パラメータの詳細は、4-4 ページの「コ
マンドライン・パラメータ」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� SQL*Loader 制御ファイルの詳細は、第 5 章を参照してください。

� 4-10 ページの「PARFILE（パラメータ・ファイル）」を参照してくだ
さい。
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コマンドライン・パラメータコマンドライン・パラメータコマンドライン・パラメータコマンドライン・パラメータ
この項では、SQL*Loader の各コマンドライン・パラメータについて説明します。ここで使
用されているコマンドライン・パラメータのデフォルト値および 大値は、UNIX ベースの
システムでの値です。これらの値はオペレーティング・システムによって異なります。詳細
は、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

BAD（不良ファイル）（不良ファイル）（不良ファイル）（不良ファイル）
デフォルト : 拡張子が .badのデータ・ファイル名

SQL*Loader によって作成される不良ファイルの名前を指定します。このファイルには、挿
入中にエラーの原因となったレコード、または形式が不適切なレコードが格納されます。
ファイル名を指定しない場合、デフォルトが使用されます。

コマンドラインで指定された不良ファイル名は、制御ファイルの 初の INFILE文に関連す
る不良ファイル名になります。つまり、制御ファイル中で指定した不良ファイル名よりも、
コマンドラインで指定した不良ファイル名の方が優先されます。

BINDSIZE（最大サイズ）（最大サイズ）（最大サイズ）（最大サイズ）
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

バインド配列の 大サイズ（バイト単位）を指定します。BINDSIZEで指定されたバインド
配列サイズは、デフォルト・サイズ（システムによって異なる）および ROWSに基づいて計
算されたサイズよりも優先されます。

COLUMNARRAYROWS
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

行数を指定してダイレクト・パス列配列に割り当てます。このパラメータの値は、
SQL*Loader では計算されません。値を指定するか、またはデフォルトを使用する必要があ
ります。

参照参照参照参照 : 不良ファイルの形式の詳細は、5-11 ページの「不良ファイルの指
定」を参照してください。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 5-43 ページの「バインド配列および従来型パス・ロード」

� 4-11 ページの「READSIZE（読込みバッファ・サイズ）」
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CONTROL（制御ファイル）（制御ファイル）（制御ファイル）（制御ファイル）
デフォルト : なし

データのロード方法を記述する制御ファイルの名前を指定します。ファイルの拡張子または
ファイル・タイプを指定していない場合は、デフォルトで .ctlになります。省略すると、
SQL*Loader からファイル名の入力を要求されます。

SQL*Loader 制御ファイル名に特殊文字が含まれている場合、オペレーティング・システム
によっては、その文字をエスケープする必要があります。また、オペレーティング・システ
ム上でファイル・システム・パスの中にバックスラッシュが使用されている場合は、複数の
エスケープ文字を使用するか、または引用符でパスを囲む必要があります。詳細は、ご使用
のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

DATA（データ・ファイル）（データ・ファイル）（データ・ファイル）（データ・ファイル）
デフォルト : 拡張子が .datの制御ファイル名

ロードするデータが入っているデータ・ファイルの名前を指定します。ファイルの拡張子ま
たはファイル・タイプを指定していない場合は、デフォルトで .datになります。

コマンドラインでデータ・ファイルを指定し、INFILEで制御ファイル内のデータ・ファイ
ルを指定する場合は、コマンドラインで指定されたデータが 初に処理されます。制御ファ
イル内で指定された 初のデータ・ファイルは無視されます。制御ファイル内で指定された
他のすべてのデータ・ファイルは処理されます。

ファイル処理オプションを指定する場合は、制御ファイルからのデータのロード時に、警告
メッセージが発行されます。

DATE_CACHE
デフォルト : 使用可能（1000要素）。日付キャッシュ機能を完全に使用禁止にするには、0

（ゼロ）に設定します。

日付キャッシュ・サイズ（エントリ数）を指定します。たとえば、DATE_CACHE=5000を指
定すると、作成された日付キャッシュごとに 大 5000 の一意の日付エントリを含めること
ができます。必要に応じて、すべての表に固有の日付キャッシュが作成されます。日付
キャッシュは、表に格納するためにデータ型変換が必要な日付値またはタイムスタンプ値が
1 つ以上ロードされた場合にのみ作成されます。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 5-26 ページの「CONCATENATE を使用した論理レコードの作成」

� 9-21 ページの「列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの
指定」

参照参照参照参照 : SQL*Loader 制御ファイルの詳細は、第 5 章を参照してください。
SQL*Loader コマンドライン・リファレンス 4-5



コマンドライン・パラメータ
日付キャッシュ機能は、ダイレクト・パス・ロードでのみ使用できます。デフォルトでは、
この機能が使用可能です。デフォルトの日付キャッシュ・サイズは 1000 要素です。デフォ
ルトのサイズを使用し、1000 を超える一意の入力値がロードされると、日付キャッシュ機能
はこの表に対して自動的に使用禁止となります。ただし、デフォルトを変更して 0（ゼロ）
以外の日付キャッシュ・サイズを指定し、キャッシュ量がこのサイズを超えた場合、キャッ
シュは使用禁止になりません。

ログ・ファイルに含まれる日付キャッシュ統計（エントリ数、ヒット数、ミス数）を使用し
て、将来同様のロードを行う場合に備えてキャッシュのサイズを調整できます。

DIRECT（データ・パス）（データ・パス）（データ・パス）（データ・パス）
デフォルト : false

従来型パスまたはダイレクト・パスのどちらの方法でデータをロードするかを指定します。
true値はダイレクト・パス・ロードを指定します。false値は従来型パス・ロードを指定
します。

DISCARD（ファイル名）（ファイル名）（ファイル名）（ファイル名）
デフォルト : 拡張子が .bscのデータ・ファイル名

SQL*Loader で作成する廃棄ファイル（オプション）を指定します。このファイルには、表
に挿入されず、拒否もされなかったレコードが保存されます。

コマンドラインで指定された廃棄ファイル名は、制御ファイルの 初の INFILE文に関連す
る廃棄ファイル名となります。つまり、制御ファイル中で指定する廃棄ファイル名よりも、
コマンドラインで指定した廃棄ファイル名の方が優先されます。

 

DISCARDMAX（整数）（整数）（整数）（整数）
デフォルト : ALL

廃棄レコードの 大数を指定します。廃棄レコード件数がここで指定した数に達すると、
ロードは中止されます。 初の廃棄レコードで中止するには、1 を指定します。

参照参照参照参照 : 9-21 ページの「日付キャッシュの値の指定」を参照してください。

参照参照参照参照 : 第 9 章「従来型パス・ロードおよびダイレクト・ パス・ロード」
を参照してください。

参照参照参照参照 : 廃棄ファイルの形式の詳細は、3-9 ページの「廃棄レコードおよび
拒否レコード」を参照してください。
4-6 Oracle9i データベース・ユーティリティ



コマンドライン・パラメータ
ERRORS（エラーの許容最大数）（エラーの許容最大数）（エラーの許容最大数）（エラーの許容最大数）
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

挿入エラーの許容 大数を指定します。発生したエラーの数が ERRORSに指定された値を超
えると、ロード処理が中止されます。エラーを許容しない場合は、ERRORS=0を設定しま
す。エラーを無制限に許容する場合は、非常に大きい値を指定します。

単一の表をロードする場合、エラーの数がこの上限を超えると、ロード処理が中止されま
す。ただし、その前に挿入されたデータはコミットされます。

SQL*Loader では、すべての表の間でレコードの整合性を保つように処理されます。つまり、
複数の表をロードする場合は、エラーの数がこの上限を超えても、すぐにはロード処理が中
止されません。SQL*Loader では、複数の表のロードに対して許容 大数のエラーが検出さ
れても、行のロードは続行され、すでに表にロードされた有効な行は確実にすべての表に
ロードされます。また、拒否された行はすべての表から削除されます。

どのような場合でも、SQL*Loader では、エラーになったレコードが不良ファイルに書き込
まれます。

EXTERNAL_TABLE
デフォルト : NOT_USED

外部表オプションを使用してデータをロードするかどうかを SQL*Loader に指定します。
EXTERNAL_TABLEには、次の 3 つの値を指定できます。

� NOT_USED: デフォルト値。従来型パス・モードまたはダイレクト・パス・モードのいず
れかを使用して、ロードを行います。

� GENERATE_ONLY: 制御ファイルに記述されているとおり、SQL*Loader ログ・ファイル
内の外部表を使用してロードを行うために必要なすべての SQL 文を書き込みます。こ
れらの SQL 文は、編集およびカスタマイズできます。実際のロードは、SQL*Loader を
使用せずに、SQL*Plus でこれらの文を実行して、後で行うことができます。この
SQL*Loader ログ・ファイルの例は、8-8 ページの

「EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作成されるログ・ファイル」を参
照してください。

� EXECUTE: 外部表を使用してロードを行うために必要な SQL 文を実行します。ただし、
SQL 文からエラーが返されると、ロードは停止します。SQL 文は、実行されたとおり
ログ・ファイルに書き込まれます。つまり、SQL 文からエラーが返されると、ロードに
必要な残りの SQL 文は制御ファイルには書き込まれません。

外部表オプションで、データベース内のディレクトリ・オブジェクトを使用して、すべての
データ・ファイルがどこに格納されるか、および出力ファイルがどこで作成されるかを指定
します。データ・ファイルを含むディレクトリ・オブジェクトには、READアクセスが、出
力ファイルが作成されるディレクトリ・オブジェクトには、WRITEアクセスが必要です。
データ・ファイルまたは出力ファイル格納用の既存のディレクトリ・オブジェクトがない場
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合は、SQL*Loader で SQL 文を生成して作成します。EXECUTEオプションを指定する場合
は、CREATE ANY DIRECTORY権限が必要です。

複数表のロードを行う場合は、SQL*Loader で次の手順を実行します。

1. 任意の表にロードされるデータ・ファイルのすべてのフィールドを記述する表を、デー
タベースに作成します。

2. INSERT文を作成して、データの外部表記述からこの表をロードします。

3. 制御ファイルのすべての表に INSERT文を実行します。

実行例については、事例 5（10-19 ページの「事例 5: 複数表へのデータのロード」）に
EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLYパラメータを追加して実行します。外部表に一意の名
前を保証するため、SQL*Loader ではすべてのフィールド用に生成された名前を使用します。
これは、フィールド名が制御ファイル内の異なる表の間で一意でないことがあるためです。

注意注意注意注意 : SQL*Loader で EXTERNAL_TABLE=EXECUTE修飾子を指定する
と、データのロードに使用可能な外部表が作成された後、INSERT文が実
行され、データがロードされます。外部表のすべてのファイルがディレク
トリ・オブジェクト内に存在すると識別される必要があります。
SQL*Loader では、アクセス権限を所有している既存のディレクトリ・オ
ブジェクトの使用がサポートされています。ただし、一致するディレクト
リ・オブジェクトは検出されません。一致するディレクトリ・オブジェク
トが検出されないため、SQL*Loader で一時ディレクトリ・オブジェクト
の作成が試行されます。新しいディレクトリ・オブジェクトを作成する権
限を所有していない場合、この操作は正常に実行されません。

この問題を解決するには、EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLYを使用し
て、SQL*Loader で実行が試行される SQL 文を作成します。これらの SQL
文を抽出し、参照するディレクトリ・オブジェクトを、アクセス権限を所
有しているディレクトリ・オブジェクトに変更します。その後、これらの
SQL 文を実行します。

参照参照参照参照 : 次の章を参照してください。

� 第 11 章「外部表の概要」

� 第 12 章「外部表アクセス・パラメータ」
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EXTERNAL_TABLE の使用上の制限の使用上の制限の使用上の制限の使用上の制限
EXTERNAL_TABLE修飾子を使用する場合、次の制限が適用されます。

� SQL*Loader を介して外部表からデータベース表にデータを挿入する場合、ユリウス日
は使用できません。この問題を解決するには、次の例に示すとおり、TO_DATEおよび
TO_CHARを使用してユリウス日書式を変換します。

TO_CHAR(TO_DATE(:COL1, 'MM-DD-YYYY'), 'J')

� 外部表からデータベース表にデータを挿入する場合、オブジェクト要素には組込み関数
および SQL 文字列は使用できません。

FILE（ロード先ファイル）（ロード先ファイル）（ロード先ファイル）（ロード先ファイル）
デフォルト : なし

エクステントを割り当てるデータベース・ファイルを指定します。このパラメータは、パラ
レル・ロードでのみ使用します。SQL*Loader の異なるプロセスに対する FILEパラメータ
の値を変えることによって、データがシステムにロードされるときのディスクの競合を 小
限に抑えることができます。

LOAD（ロードするレコード）（ロードするレコード）（ロードするレコード）（ロードするレコード）
デフォルト : すべてのレコードがロードされます。

指定した件数のレコードをスキップした後に、ロードする論理レコード件数の 大数を指定
します。実際のレコード件数が指定された 大数より少ない場合、エラーは発生しません。

LOG（ログ・ファイル）（ログ・ファイル）（ログ・ファイル）（ログ・ファイル）
デフォルト : 拡張子が .logの制御ファイル名

SQL*Loader によって作成されるログ・ファイルを指定します。このファイルには、ロード
処理に関するログ情報が保存されます。

MULTITHREADING
デフォルト : 複数 CPU システムでは trueで、単一 CPU システムでは false。

このパラメータは、ダイレクト・パス・ロードでのみ使用できます。

デフォルトでは、マルチスレッド・オプションは常に trueに設定され、複数 CPU システ
ム上で使用可能です。この場合の複数 CPU システムの定義は、2 つ以上の CPU を持つ単一
システムです。

参照参照参照参照 : 9-29 ページの「パラレル・データ・ロード・モデル」を参照して
ください。
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単一 CPU システムでは、マルチスレッドはデフォルトで falseに設定されています。2 つ
の単一 CPU システム間でマルチスレッドを使用するには、マルチスレッドを使用可能にす
る必要があります。デフォルトでは、使用可能になっていません。マルチスレッドを使用可
能にすることによって、サーバー・システムでのストリームのロードと並行して、クライア
ント・システムでストリームを作成できます。

マルチスレッド機能は、オペレーティング・システムに依存します。すべてのオペレーティ
ング・システムがマルチスレッドをサポートしているわけではありません。

PARALLEL（パラレル・ロード）（パラレル・ロード）（パラレル・ロード）（パラレル・ロード）
デフォルト : false

ダイレクト・ロード時に複数の同時セッションによって同じ表にデータをロードできるかど
うかを指定します。

PARFILE（パラメータ・ファイル）（パラメータ・ファイル）（パラメータ・ファイル）（パラメータ・ファイル）
デフォルト : なし

コマンドラインで頻繁に使用するパラメータを記述したファイルを指定します。たとえば、
コマンドラインで次のように指定します。

sqlldr PARFILE=example.par

パラメータ・ファイルには次のような内容を記述できます。

USERID=scott/tiger
CONTROL=example.ctl
ERRORS=9999
LOG=example.log

参照参照参照参照 : 9-23 ページの「複数 CPU システムのダイレクト・パス・ロードの
適化」を参照してください。

参照参照参照参照 : 9-29 ページの「パラレル・データ・ロード・モデル」を参照して
ください。

注意注意注意注意 : 通常は問題ありませんが、システムによっては、パラメータ指定
の中で等号（=）の前後に空白を挿入できないものもあります。
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READSIZE（読込みバッファ・サイズ）（読込みバッファ・サイズ）（読込みバッファ・サイズ）（読込みバッファ・サイズ）
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

READSIZEパラメータは、データ・ファイルからデータを読み込む場合にのみ使用されま
す。制御ファイルからレコードを読み込む場合は、常に 64KB という値が READSIZEとして
使用されます。

デフォルトを使用しない場合は、READSIZEパラメータを使用して読込みバッファのサイズ
（バイト単位）を指定できます。指定可能な 大サイズは、ダイレクト・パス・ロードおよ
び従来型パス・ロードの両方で 20MB です。

従来型パスの方法では、バインド配列は、読込みバッファのサイズによって制限されます。
そのため、読込みバッファを大きくすると、コミットを実行する前に、より多くのデータを
読み込むことができるという利点があります。

次に例を示します。

sqlldr scott/tiger CONTROL=ulcas1.ctl READSIZE=1000000

この場合、コミットを実行する前に、SQL*Loader によって、外部のデータ・ファイルから
1,000,000 バイト単位で読込みを実行できます。

READSIZEパラメータは、LOB に影響しません。LOB 読込みバッファのサイズは 64KB に
固定されています。

詳細は、4-4 ページの「BINDSIZE（ 大サイズ）」を参照してください。

RESUMABLE
デフォルト : false

再開可能な領域割当てを有効または無効にします。このパラメータはデフォルトでは無効な
ため、関連する RESUMABLE_NAMEパラメータおよび RESUMABLE_TIMEOUTパラメータを
使用するには、RESUMABLE=trueを設定する必要があります。

注意注意注意注意 : READSIZEに BINDSIZEより小さい値を指定した場合、
READSIZEの値は増加します。

参照参照参照参照 : 次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i データベース概要』

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』
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RESUMABLE_NAME
デフォルト : 'User USERNAME (USERID), Session SESSIONID, Instance 
INSTANCEID'

再開可能な文を指定します。この値はユーザー定義のテキスト文字列で、
USER_RESUMABLEまたは DBA_RESUMABLEビューに挿入して、一時停止されている特定の
再開可能な文を識別できます。

RESUMABLEパラメータを trueに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしないかぎり、
このパラメータは無視されます。

RESUMABLE_TIMEOUT
デフォルト : 7200 秒（2 時間）

エラー修正に必要な時間を指定します。タイムアウト時間内にエラーを修正できない場合
は、文の実行が強制終了されます。

RESUMABLEパラメータを trueに設定して、再開可能な領域割当てを有効にしないかぎり、
このパラメータは無視されます。

ROWS（（（（1 回にコミットする行数）回にコミットする行数）回にコミットする行数）回にコミットする行数）
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

従来型パス・ロードの場合 : ROWSでバインド配列の行数を指定します。詳細は、5-43 ペー
ジの「バインド配列および従来型パス・ロード」を参照してください。

ダイレクト・パス・ロードの場合 : ROWSでデータ・ファイルからデータのセーブ前に読み
込む行数を指定します。デフォルトでは、ロード終了時に、すべての行の読込みおよびデー
タ・セーブが 1 回実行されます。詳細は、9-13 ページの「データ・セーブを使用したデータ
損失の防止」を参照してください。

ダイレクト・ロードでは、パフォーマンスを 適化するために、システム I/O ブロックと同
じサイズで同じ形式のバッファを使用します。このバッファが一杯になった時点で、データ
がデータベースに書き込まれるため、指定した ROWSの値は目安として使用されます。
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SILENT（フィードバック・モード）（フィードバック・モード）（フィードバック・モード）（フィードバック・モード）
SQL*Loader を開始すると、次のようなヘッダー・メッセージが画面に表示され、ログ・
ファイルに書き込まれます。

SQL*Loader: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 14:33:54 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

また、SQL*Loader 実行中には次の例のようなフィードバック・メッセージも画面に表示さ
れます。

Commit point reached - logical record count 20

SQL*Loader で次のようなデータ・エラー・メッセージが表示される場合もあります。

Record 4: Rejected - Error on table EMP
ORA-00001: 一意制約<name>に反しています

1 つ以上の値を持つ SILENTを指定して、これらのメッセージを抑止できます。

たとえば、画面に通常表示されるヘッダーとフィードバック・メッセージが表示されないよ
うにするには、コマンドラインの引数で次のように指定します。

SILENT=(HEADER, FEEDBACK)

適切な値を使用して、次のいずれかの処理を抑止します（複数も可）。

� HEADER - 画面に通常表示される SQL*Loader のヘッダー・メッセージを非表示にしま
す。ただし、ヘッダー・メッセージはログ・ファイルに出力されます。

� FEEDBACK - 画面に通常表示される「commit point reached」フィードバック・メッセー
ジを非表示にします。

� ERRORS - レコードに Oracle エラーが発生したためそのレコードが不良ファイルに書き
込まれた場合、データ・エラー・メッセージがログ・ファイルに出力されないようにし
ます。ただし、拒否レコード件数は出力されます。

� DISCARDS - レコードが廃棄ファイルに書き込まれた場合に、そのことを示すメッセー
ジがログ・ファイルに出力されないようにします。

� PARTITIONS - パーティション表のダイレクト・ロード中、ログ・ファイルに対する
パーティションごとの統計情報の書込みを使用禁止にします。

� ALL - すべての抑止値（HEADER、FEEDBACK、ERRORS、DISCARDSおよび
PARTITIONSパラメータ）を実装します。
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SKIP（スキップされるレコード）（スキップされるレコード）（スキップされるレコード）（スキップされるレコード）
デフォルト : レコードは 1 件もスキップされません。

ファイルの先頭から何件の論理レコードをロード対象外とするかを指定します。

SKIP を指定すると、なんらかの理由で中断されたロードが継続されます。このパラメータ
は、従来型ロードおよび単一表のダイレクト・ロードで使用できます。複数の表のダイレク
ト・ロードに関しては、各表に対して同じ件数のレコードをロードする場合のみ使用できま
す。複数の表にそれぞれ異なる件数のレコードをダイレクト・ロードする場合は、使用でき
ません。

SKIP_INDEX_MAINTENANCE
デフォルト : false

ダイレクト・パス・ロードの索引メンテナンスを停止します。これは、従来型パス・ロード
には適用できません。このオプションを指定すると、索引キーが付けられた索引パーティ
ションには、索引キーのかわりに索引使用禁止が設定されます。これは、索引セグメント
と、その索引が付けられているデータとの整合性がとれないためです。ロードの影響を受け
ない索引セグメントについては、ロード前の索引使用禁止状態が保持されます。

SKIP_INDEX_MAINTENANCEパラメータ :

� ローカル索引とグローバル索引の両方に適用できます。

� 索引を持つオブジェクトのパラレル・ロードを実行できます（PARALLELパラメータと
ともに指定）。

� グローバル索引を持つ表に単一パーティションをロードできます（INTO TABLE句で
PARTITIONパラメータを指定）。

� ロードによって索引使用禁止状態に設定された索引や索引パーティションのリストを
（SQL*Loader ログ・ファイルに）作成します。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES
デフォルト : false

従来型パス・ロードおよびダイレクト・パス・ロードの両方に適用できます。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES=trueを指定すると、表のロードとともに、ロード開始前の状
態が索引使用禁止（IU）である索引もロードされます。ロード時に IU 状態でない索引は、
SQL*Loader によってメンテナンスされます。一方、ロード時に IU 状態の索引はメンテナン
スの対象にはならず、ロードが完了しても状態は IU のままです。

参照参照参照参照 : 5-23 ページの「中断されたロード」を参照してください。
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コマンドライン・パラメータ
ただし、一意で IU 状態の索引に対しては、索引メンテナンスをスキップできません。この
原則は、DML 操作の場合にも、ダイレクト・パスで DML と整合性を持つロードを行う場
合にも適用されます。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES=falseを指定してロードを実行すると、従来型パス・ロード
とダイレクト・パス・ロードとでは、次のように処理内容が異なります。

� 従来型パス・ロードでは、挿入時に索引の更新が必要なレコードが存在する場合、その
レコードは挿入されずに拒否されます。

� ダイレクト・パス・ロードでは、使用不可（unusable）状態の索引に対して索引メンテ
ナンスが必要なレコードが検出された時点で、ロード処理は終了します。

STREAMSIZE
デフォルト : このパラメータのデフォルト値を参照するには、4-2 ページの「SQL*Loader の
起動」で説明したように、任意のパラメータを指定しないで SQL*Loader を起動します。

ダイレクト・パス・ストリームに対して、サイズをバイト単位で指定します。

USERID（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名（ユーザー名 / パスワード）パスワード）パスワード）パスワード）
デフォルト : なし

各ユーザーの Oracle ユーザー名 / パスワードを指定します。省略すると、システムから入
力を要求されます。スラッシュのみを入力すると、デフォルトとしてオペレーティング・シ
ステムのログイン名が USERIDに適用されます。

また、ユーザー SYSとして接続する場合は、接続文字列に AS SYSDBAを指定する必要があ
ります。次に例を示します。

sqlldr \'SYS/password AS SYSDBA\' foo.ctl

参照参照参照参照 : 9-21 ページの「列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイ
ズの指定」を参照してください。
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終了コードによる結果の検査と表示
終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示終了コードによる結果の検査と表示
Oracle SQL*Loader では、SQL*Loader の完了後、すぐに実行結果を確認できます。プラッ
トフォームによっては、SQL*Loader の実行結果はログ・ファイルに記録されるのみでなく、
プロセス終了コードにも通知されます。この Oracle SQL*Loader の機能によって、コマンド
ラインやスクリプトから SQL*Loader を起動したときにもその結果を確認できます。表 4-1
に、それぞれの結果に対応する終了コードを示します。

 

UNIX の場合、終了コードは次のようになります。

EX_SUCC 0
EX_FAIL 1
EX_WARN 2
EX_FTL  3

注意注意注意注意 : この例では、接続文字列全体が一重引用符およびバックスラッ
シュで囲まれています。これは、文字列 AS SYSDBAに空白が含まれるた
め、ほとんどのオペレーティング・システムで、文字列全体を一重引用符
で囲むか、なんらかの方法でリテラルとしてマークする必要があるためで
す。オペレーティング・システムによっては、コマンドラインの一重引用
符自体をエスケープする必要がある場合もあります。この例では、バック
スラッシュがエスケープ文字として使用されます。バックスラッシュがな
い場合、SQL*Loader で使用されるコマンドライン解析機能での一重引用
符として認識されるため、一重引用符は SQL*Loader を起動する前に削除
されてしまいます。

システムの特殊文字および予約文字の詳細は、ご使用のオペレーティン
グ・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

表表表表 4-1 SQL*Loader の終了コードの終了コードの終了コードの終了コード

結果結果結果結果 終了コード終了コード終了コード終了コード

すべての列が正常にロードされた EX_SUCC

すべての行または一部の行が拒否された EX_WARN

すべての行または一部の行が拒否された EX_WARN

ロードが中断された EX_WARN

コマンドラインまたは構文エラー EX_FAIL

SQL*Loader に対してリカバリ不能な Oracle エラー EX_FAIL

OS 関連エラー（ファイルのオープン / クローズ、malloc など ) EX_FAIL
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終了コードによる結果の検査と表示
Windows NT の場合、終了コードは次のようになります。

EX_SUCC 0
EX_WARN 2
EX_FAIL 3
EX_FTL  4

SQL*Loader が 0（ゼロ）以外の終了コードを返した場合、システム・ログ・ファイルおよ
び SQL*Loader ログ・ファイルで、詳細な診断情報を確認してください。

UNIX では、シェルの終了コードを調べてロード結果を確認できます。たとえば、
SQL*Loader コマンドをスクリプトで使用して、スクリプト内で終了コードを確認できます。

#!/bin/sh 
sqlldr scott/tiger control=ulcase1.ctl log=ulcase1.log 
retcode=`echo $?` 
case "$retcode" in 
0) echo "SQL*Loader execution successful" ;; 
1) echo "SQL*Loader execution exited with EX_FAIL, see logfile" ;; 
2) echo "SQL*Loader execution exited with EX_WARN, see logfile" ;; 
3) echo "SQL*Loader execution encountered a fatal error" ;; 
*) echo "unknown return code";; 
esac
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終了コードによる結果の検査と表示
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SQL*Loader 制御ファイル・リファレンス制御ファイル・リファレンス制御ファイル・リファレンス制御ファイル・リファレンス

この章では、SQL*Loader 制御ファイルについて説明します。この章の内容は、次のとおり
です。

� 制御ファイルの内容

� 制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定

� ファイル名およびオブジェクト名の指定

� データ・ファイルの指定

� BEGINDATA による制御ファイルのデータの識別

� データ・ファイル形式およびバッファリングの指定

� 不良ファイルの指定

� 廃棄ファイルの指定

� 異なる文字コード体系の処理

� 中断されたロード

� 物理レコードからの論理レコードの作成

� 表への論理レコードのロード

� 索引オプション

� 複数の INTO TABLE 句を使用するメリット

� バインド配列および従来型パス・ロード
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制御ファイルの内容
制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容
SQL*Loader 制御ファイルは、DDL 命令を含むテキスト・ファイルです。DDL を使用して、
SQL*Loader セッションの次の項目を制御します。

� SQL*Loader によってロードされるデータの位置

� SQL*Loader によるデータ書式設定の方法

� データのロード時の SQL*Loader の設定（メモリー管理、拒否レコード、ロード処理の
中断など）

� SQL*Loader によるロード中のデータの処理方法

SQL*Loader の DDL 構文図については、付録 A を参照してください。

SQL*Loader 制御ファイルを作成するには、vi や xemacs.create などのテキスト・エディタ
を使用します。

通常、制御ファイルには、次の 3 つの項目が次の順序で含まれます。

� セッション全体の情報

� 表およびフィールド・リストの情報

� 入力データ（オプションの項目）

例 5-1 にサンプル制御ファイルを示します。

例例例例 5-1 サンプル制御ファイルサンプル制御ファイルサンプル制御ファイルサンプル制御ファイル

1    -- This is a sample control file
2    LOAD DATA
3    INFILE 'sample.dat'
4    BADFILE 'sample.bad'
5    DISCARDFILE 'sample.dsc'
6    APPEND
7    INTO TABLE emp
8    WHEN (57) = '.'
9    TRAILING NULLCOLS
10  (hiredate SYSDATE,
      deptno POSITION(1:2)  INTEGER EXTERNAL(2)
              NULLIF deptno=BLANKS,
       job    POSITION(7:14)  CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
              NULLIF job=BLANKS  "UPPER(:job)",
       mgr    POSITION(28:31) INTEGER EXTERNAL 
              TERMINATED BY WHITESPACE, NULLIF mgr=BLANKS,
       ename  POSITION(34:41) CHAR 
              TERMINATED BY WHITESPACE  "UPPER(:ename)",
       empno  POSITION(45) INTEGER EXTERNAL 
              TERMINATED BY WHITESPACE,
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制御ファイルの内容
       sal    POSITION(51) CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
              "TO_NUMBER(:sal,'$99,999.99')",
       comm   INTEGER EXTERNAL  ENCLOSED BY '(' AND '%'
              ":comm * 100"
    )

このサンプル制御ファイルの左側の数字は、実際の制御ファイルでは表示されません。これ
らの数字は、次の説明の番号に対応しています。

1. 制御ファイルにコメントを入力します。詳細は、5-4 ページの「制御ファイルのコメン
ト」を参照してください。

2. LOAD DATA文によって、SQL*Loader で新しくデータ・ロードが開始されます。構文の
詳細は、付録 A を参照してください。

3. INFILEには、ロードするデータが入っているデータ・ファイルの名前を指定します。
詳細は、5-7 ページの「データ・ファイルの指定」を参照してください。

4. BADFILEパラメータには、拒否レコードが書き込まれるファイルの名前を指定します。
詳細は、5-11 ページの「不良ファイルの指定」を参照してください。

5. DISCARDFILEパラメータには、廃棄レコードが書き込まれるファイルの名前を指定し
ます。詳細は、5-14 ページの「廃棄ファイルの指定」を参照してください。

6. APPENDパラメータは、空ではない表にデータをロードするときに使用できるオプショ
ンの 1 つです。詳細は、5-32 ページの「空でない表へのデータのロード」を参照してく
ださい。

空の表にデータをロードするには、INSERTパラメータを使用します。詳細は、5-32
ページの「空の表へのデータのロード」を参照してください。

7. INTO TABLE句を使用して、表、フィールドおよびデータ型を識別できます。この句
で、データ・ファイル中のレコードとデータベース中の表の関係を定義します。詳細
は、5-31 ページの「表名の指定」を参照してください。

8. WHEN句には、1 つ以上のフィールド条件を指定します。SQL*Loader で、この条件に基
づいてデータをロードするかどうかを判断します。詳細は、5-34 ページの「条件に基づ
いたレコードのロード」を参照してください。

9. TRAILING NULLCOLS句を使用すると、相対位置に指定した列がレコード中に存在し
ない場合、その列の値は NULL として処理されます。詳細は、5-36 ページの「データ
が欠落しているショート・レコードの処理」を参照してください。

10. 制御ファイルの残りの部分には、ロード中の表の列形式の詳細を参照できるフィール
ド・リストが含まれます。制御ファイルのこの部分の詳細は、第 6 章を参照してくださ
い。
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制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定
制御ファイルのコメント制御ファイルのコメント制御ファイルのコメント制御ファイルのコメント
コメントはファイル中のコマンド部分のどこにでも記述できますが、データの部分には記述
できません。コメントの前にハイフンを 2 つ続けて記述します。次に例を示します。

--This is a comment

二重ハイフンの右側のすべてのテキストは行末まで無視されます。制御ファイルのコメント
の例は、10-12 ページの「事例 3: 自由区分形式ファイルのロード」参照してください。

制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定制御ファイル中でのコマンドライン・パラメータの指定
OPTIONS句は、制御ファイルを、通常使用するオプションの組合せで起動する場合に使用
します。OPTIONS句は、LOADDATA文の前に置きます。

OPTIONS 句句句句
OPTIONS句を使用すると、実行時のパラメータをコマンドラインではなく制御ファイル中
で指定することができます。OPTIONS句では、次のパラメータを指定できます。これらの
パラメータの詳細は、第 4 章を参照してください。

BINDSIZE = n
COLUMNARRAYROWS = n
DIRECT = {TRUE | FALSE} 
ERRORS = n
LOAD = n 
MULTITHREADING = {TRUE | FALSE}
PARALLEL = {TRUE | FALSE}
READSIZE = n
RESUMABLE = {TRUE | FALSE}
RESUMABLE_NAME = 'text string'
RESUMABLE_TIMEOUT = n
ROWS = n 
SILENT = {HEADERS | FEEDBACK | ERRORS | DISCARDS | PARTITIONS | ALL} 
SKIP = n   
SKIP_INDEX_MAINTENANCE = {TRUE | FALSE}
SKIP_UNUSABLE_INDEXES = {TRUE | FALSE}
STREAMSIZE = n

次に例を示します。

OPTIONS (BINDSIZE=100000, SILENT=(ERRORS, FEEDBACK) )

注意注意注意注意 : コマンドラインで指定された値は、制御ファイルの OPTIONS句で
指定された値よりも優先されます。
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ファイル名およびオブジェクト名の指定
ファイル名およびオブジェクト名の指定ファイル名およびオブジェクト名の指定ファイル名およびオブジェクト名の指定ファイル名およびオブジェクト名の指定
通常、オブジェクト名（表名や列名など）の指定に関して、SQL*Loader は SQL 標準規則に
準拠しています。この項では、次の項目について説明します。

� SQL および SQL*Loader の予約語と競合するファイル名

� SQL 文字列の指定

� オペレーティング・システムに関する考慮点

SQL およびおよびおよびおよび SQL*Loader の予約語と競合するファイル名の予約語と競合するファイル名の予約語と競合するファイル名の予約語と競合するファイル名
SQL および SQL*Loader の予約語は、二重引用符で囲みます。SQL*Loader の予約語は
CONSTANTのみです。

二重引用符は、オブジェクト名に SQL が認識可能な文字（$, #,_）以外の特殊文字が含まれ
ている場合、またはオブジェクト名に大 / 小文字の区別が必要な場合に使用する必要があり
ます。

SQL 文字列の指定文字列の指定文字列の指定文字列の指定
SQL 文字列を指定する場合は、二重引用符で囲みます。SQL 文字列を使用すると、SQL 演
算子をデータフィールドに適用できます。

オペレーティング・システムに関する考慮点オペレーティング・システムに関する考慮点オペレーティング・システムに関する考慮点オペレーティング・システムに関する考慮点
次の項では、ご使用のオペレーティング・システムによって異なる仕様について説明しま
す。

完全パスの指定完全パスの指定完全パスの指定完全パスの指定
完全パス名を指定すると、問題が発生する場合があります。これは、特殊文字の使用が原因
でオペレーティング・システム依存の非互換が発生するためです。多くの場合、パス名を一
重引用符で囲んで指定すると、このエラーは回避できます。

この方法で解決できない場合は、オペレーティング・システム固有のドキュメントで、他の
解決法を参照してください。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

参照参照参照参照 : 6-48 ページの「フィールドへの SQL 演算子の適用」を参照してく
ださい。
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ファイル名およびオブジェクト名の指定
バックスラッシュ・エスケープ文字の使用バックスラッシュ・エスケープ文字の使用バックスラッシュ・エスケープ文字の使用バックスラッシュ・エスケープ文字の使用
DDL 構文では、（ご使用のオペレーティング・システムでエスケープ文字の使用が許可され
ている場合）二重引用符の前にエスケープ文字のバックスラッシュ「\」を付けて、二重引
用符で区切られた文字列の中で二重引用符を使用できます。一重引用符で区切られた文字列
中で一重引用符を使用する場合も、その前にバックスラッシュを付けます。

たとえば、homedir\data"norm\mydata という文字列には、二重引用符が含まれています。
二重引用符の直前にバックスラッシュを付けることによって、二重引用符を文字列として使
用できます。

INFILE 'homedir\data\"norm\mydata'

また、バックスラッシュを 2 回続けて書くことによって、バックスラッシュ自体を文字列中
に表示できます。

次に例を示します。

"so'\"far"     or  'so\'"far'     is parsed as   so'"far 
"'so\\far'"    or  '\'so\\far\''  is parsed as  'so\far' 
"so\\\\far"    or  'so\\\\far'    is parsed as   so\\far 

移植不能文字列移植不能文字列移植不能文字列移植不能文字列
SQL*Loader 制御ファイルには、オペレーティング・システム間で移植不能な、2 種類の文
字列があります。filename 文字列および file processing option 文字列です。SQL*Loader 制御
ファイルを別のオペレーティング・システム用に変換した場合、これらの文字列を修正する
必要があります。SQL*Loader 制御ファイルのこれ以外の文字列はすべて、異なるオペレー
ティング・システム間で移植可能です。

バックスラッシュのエスケープバックスラッシュのエスケープバックスラッシュのエスケープバックスラッシュのエスケープ
オペレーティング・システムで、パス名のディレクトリを区切る文字としてバックスラッ
シュが使用されている場合、およびオペレーティング・システムで実行している Oracle
データベース・サーバーのバージョンで、ファイル名およびその他の移植不能文字列に対し
てバックスラッシュをエスケープ文字として使用可能な場合は、パス名のディレクトリ間の
区切りにバックスラッシュを 2 つ続けて指定して、パス名全体を一重引用符で囲みます。

必要なエスケープ文字または使用可能なエスケープ文字の詳細は、ご使用のオペレーティン
グ・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

エスケープ文字が使用できない場合エスケープ文字が使用できない場合エスケープ文字が使用できない場合エスケープ文字が使用できない場合
現在使用しているバージョンの Oracle データベース・サーバーでは、移植不能文字列に対
してエスケープ文字を使用できない場合があります。エスケープ文字が禁止されている場

注意注意注意注意 : 先頭位置の二重引用符はエスケープできません。そのため、先頭
に引用符の付く文字列は作成しないでください。
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データ・ファイルの指定
合、バックスラッシュは、エスケープ文字ではなく通常の文字として処理されます（ただ
し、移植不能文字列以外の文字列では使用可能）。この場合、次のようなパス名を指定でき
ます。

INFILE 'topdir\mydir\myfile'

バックスラッシュを 2 つ続ける必要はありません。

バックスラッシュはエスケープ文字として認識されないため、一重引用符で囲まれた文字列
の中に、一重引用符で囲まれた別の文字列を埋め込むことはできません。これは、二重引用
符についても同様です。二重引用符で囲まれた文字列は、二重引用符で区切られた他の文字
列の中に埋め込むことはできません。

データ・ファイルの指定データ・ファイルの指定データ・ファイルの指定データ・ファイルの指定
ロードするデータを含むデータ・ファイルを指定するには、INFILE句にファイル名を続
け、必要な場合はファイル処理オプション文字列を続けます。指定するファイルが複数ある
場合は、INFILE句を複数使用できます。

ファイル名が指定されない場合は、デフォルトで制御ファイル名の拡張子を .datにしたも
のが採用されます。

ロードするデータを制御ファイル内にも記述した場合は、ファイル名にアスタリスク（*）
を指定してください。指定の詳細は、5-10 ページの「BEGINDATA による制御ファイルの
データの識別」を参照してください。

注意注意注意注意 : コマンドラインからデータ・ファイルを指定する場合は、4-4 ペー
ジの「コマンドライン・パラメータ」で説明している DATAパラメータを
使用します。コマンドラインでファイル名を指定すると、制御ファイルの
初の INFILE句が上書きされます。

注意注意注意注意 : ここで説明する内容は、プライマリ・データ・ファイルのみに適
用されます。LOBFILE または SDF には適用されません。

LOBFILE の詳細は、7-23 ページの「LOBFILE からの LOB データのロー
ド」を参照してください。

SDF の詳細は、7-31 ページの「SDF」を参照してください。
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データ・ファイルの指定
INFILE句の構文は次のとおりです。

表 5-1 では、INFILE句のパラメータについて説明します。

表表表表 5-1 INFILE 句のパラメータ句のパラメータ句のパラメータ句のパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

INFILEまたは INDDN データ・ファイル指定が続くことを示します。

INDDNは、DB2 互換性が必要な場合に使用します。

input_filename データが入っているファイルの名前。

ファイル名中に空白やその他の句読点文字が含まれている場合は、
一重引用符で囲む必要があります。詳細は、5-5 ページの「ファイ

ル名およびオブジェクト名の指定」を参照してください。

* データが制御ファイル中にある場合は、ファイル名のかわりにア
スタリスク（*）を指定します。制御ファイルおよびデータ・ファ

イルの両方にデータがある場合は、読み込むデータをまずアスタ
リスクで指定する必要があります。

os_file_proc_clause ファイル処理オプション文字列。データ・ファイルの形式を指定
します。また、この指定によってデータ・ファイルの読込みを
適化できます。この文字列の構文は、ご使用のオペレーティン
グ・システムに依存します。詳細は、5-11 ページの「データ・

ファイル形式およびバッファリングの指定」を参照してください。

INFILE

INDDN

*

input_filename

os_file_proc_clause

BADFILE filename

BADDN

DISCARDFILE

DISCARDDN
filename

DISCARDS

DISCARDMAX
integer
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データ・ファイルの指定
INFILE 構文の例構文の例構文の例構文の例
次に、INFILE構文を指定する様々な方法を示します。

� 制御ファイルにデータがある場合

INFILE  *

� デフォルトの拡張子 .datを持つファイル fooにデータがある場合

INFILE  foo

� フルパスに指定されたファイル datafile.datにデータがある場合

INFILE 'c:/topdir/subdir/datafile.dat' 

複数のデータ・ファイルの指定複数のデータ・ファイルの指定複数のデータ・ファイルの指定複数のデータ・ファイルの指定
1 回の SQL*Loader の実行で複数のデータ・ファイルのデータをロードする場合は、各デー
タ・ファイルに対して INFILE文を指定します。このとき、レコードのレイアウトは同じで
ある必要がありますが、データ・ファイルに同じファイル処理オプションは必要ありませ
ん。たとえば、 初と 2 番目のファイルが異なるファイル処理オプション文字列で指定され
ていても、3 番目のファイルが制御ファイル中のデータで構成されていても実行することが
できます。

各データ・ファイルに、個別の不良ファイルおよび廃棄ファイルを指定することもできま
す。このような場合、個別の不良ファイルおよび廃棄ファイルは、各データ・ファイル名の
直後に宣言する必要があります。次に、4 つのデータ・ファイルを個別の不良ファイルおよ
び廃棄ファイルとともに指定している制御ファイルの例を示します。

INFILE  mydat1.dat  BADFILE  mydat1.bad  DISCARDFILE mydat1.dis 
INFILE  mydat2.dat 
INFILE  mydat3.dat  DISCARDFILE  mydat3.dis 
INFILE  mydat4.dat  DISCARDMAX  10 0

� mydat1.datでは、不良ファイルと廃棄ファイルの両方が明示的に指定されています。
したがって、必要に応じて両方のファイルが作成されます。

� mydat2.datでは、不良ファイルも廃棄ファイルも指定されていません。そのため、不
良ファイルのみが必要に応じて作成されます。不良ファイルが作成された場合、デフォ
ルトのファイル名および拡張子 mydat2.badが使用されます。一方、廃棄ファイルに
ついては、行が廃棄されても廃棄ファイルは作成されません。

注意注意注意注意 : ファイル名に空白やその他の句読点文字が含まれている場合は、
ファイル名を一重引用符で囲む必要があります。ファイル名指定の詳細
は、5-5 ページの「ファイル名およびオブジェクト名の指定」を参照して
ください。
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BEGINDATA による制御ファイルのデータの識別
� mydat3.datでは、必要に応じてデフォルトの不良ファイルが作成されます。また、必
要に応じて、指定された名前の廃棄ファイル（mydat3.dis）も作成されます。

� mydat4.datでは、必要に応じてデフォルトの不良ファイルが作成されます。
DISCARDMAXオプションが指定されているため、SQL*Loader によって廃棄ファイルが
使用されることを前提として、廃棄ファイルがデフォルト名（mydat4.dsc）で作成さ
れます。

BEGINDATA による制御ファイルのデータの識別による制御ファイルのデータの識別による制御ファイルのデータの識別による制御ファイルのデータの識別
データが制御ファイルにある場合、ファイル名ではなくアスタリスクが INFILE句の後に続
きます。実際のデータは、ロード構成の指定後、制御ファイルに書き込まれます。

初のデータ・レコードの前に、BEGINDATAパラメータを指定します。構文は次のとおり
です。

BEGINDATA
data

BEGINDATAパラメータを使用する場合は、次のことに注意してください。

� 制御ファイルにデータが含まれているにもかかわらず、BEGINDATAパラメータを省略
すると、SQL*Loader でデータが制御情報として解釈されるため、エラー・メッセージ
が発行されます。データが個別ファイルにある場合は、BEGINDATAパラメータは使用
できません。

� BEGINDATAを含む行がデータの先頭行と解釈されてしまうため、BEGINDATAパラメー
タと同じ行には、空白またはその他の文字を入力しないでください。

� コメントもデータとして認識されてしまうため、BEGINDATAの後に続けて記述しない
でください。

参照参照参照参照 :

� INFILEの使用例については、5-7 ページの「データ・ファイルの指
定」を参照してください。

� 10-6 ページの「事例 1: 可変長データのロード」も参照してください。
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不良ファイルの指定
データ・ファイル形式およびバッファリングの指定データ・ファイル形式およびバッファリングの指定データ・ファイル形式およびバッファリングの指定データ・ファイル形式およびバッファリングの指定
SQL*Loader の設定時、制御ファイルの形式およびバッファリングの指定に対して、オペ
レーティング・システムに依存したファイル処理オプション文字列

（os_file_proc_clause）を制御ファイルに指定できます。

たとえば、ご使用のオペレーティング・システムに、次のようなオプション文字列の構文が
あるとします。

この構文では、RECSIZEは固定長レコードのサイズ、BUFFERSは非同期 I/O を行うための
バッファ数です。

mydata.datというデータ・ファイルの宣言で、そのレコード長を 80 バイトとし、
SQL*Loader の I/O 処理で使用されるバッファ数を 8 とする場合、次のように指定します。

INFILE 'mydata.dat' "RECSIZE 80 BUFFERS 8"

ファイル処理オプション文字列の構文の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム固有
の Oracle マニュアルを参照してください。

不良ファイルの指定不良ファイルの指定不良ファイルの指定不良ファイルの指定
SQL*Loader を実行すると、不良ファイルまたは拒否ファイルと呼ばれるファイルが生成さ
れることがあります。これらのファイルには、書式エラーまたは Oracle エラーが発生した
ためにロードを拒否されたレコードが格納されます。不良ファイルが作成されるように指定
した場合は、次の規則に従って作成されます。

� レコードが 1 つ以上拒否された場合、不良ファイルが作成され、拒否レコードがログさ
れます。

� レコードが 1 つも拒否されない場合、不良ファイルは作成されません。この場合、次の
実行のために不良ファイルを再度初期化する必要があります。

� 不良ファイルが作成される場合、同じ名前の既存のファイルは上書きされます。そのた
め、残しておきたいファイルが上書きされないようにする必要があります。

注意注意注意注意 : この例では、ファイル名に一重引用符を使用し、その他の指定に
は二重引用符を使用しています。

RECSIZE integer BUFFERS integer
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不良ファイルの指定
不良ファイルの名前を指定する場合は、BADFILEパラメータ（または DB2 互換性が必要な
場合は BADDNパラメータ）の後にファイル名を指定します。不良ファイルの名前を指定し
なかった場合は、デフォルトで、データ・ファイル名に拡張子（またはファイル・タイプ）
.badを付けたものがファイル名になります。コマンドラインから不良ファイルを指定する
場合は、4-4 ページの「コマンドライン・パラメータ」で説明している BADパラメータを使
用します。

コマンドラインから指定した不良ファイル名は、制御ファイル中の 初に記述される
INFILE句または INDDN句に対して指定されたものとみなされます。この場合、前述の句
の中で不良ファイル名が指定されていても、コマンドラインから指定した不良ファイル名の
方が優先されます。

生成される不良ファイルのファイル形式やレコード形式は、データ・ファイルと同じです。
したがって、データを修正した後そのまま再ロードすることができます。ストリーム・レ
コード形式のデータ・ファイルに関しては、データ・ファイルにあるレコード終了記号が不
良ファイル内でも使用されます。

不良ファイルの構文は次のとおりです。

BADFILEまたは BADDNパラメータの後には、不良ファイルのファイル名を指定します。
（DB2 互換性が必要な場合は、BADDNを使用します。）

bad_filenameパラメータには、使用するプラットフォームに有効なファイル名を指定し
ます。ファイル名中に空白やその他の句読点文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む
必要があります。

注意注意注意注意 : システムによっては、同じ名前のファイルがすでに存在する場合、
そのファイルを上書きせずに新しいファイルを作成することもあります。
ご使用のシステムでこのような処理が行われるかどうかは、そのオペレー
ティング・システム固有の Oracle マニュアルで確認してください。

BADFILE

BADDN
bad_filename
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不良ファイルの指定
不良ファイル名指定の例不良ファイル名指定の例不良ファイル名指定の例不良ファイル名指定の例
ファイル名 fooおよびデフォルトのファイル拡張子（またはファイル・タイプ）.badで不
良ファイルを指定するには、次のとおり入力します。

BADFILE foo 

ファイル名 bad0001およびファイル拡張子（またはファイル・タイプ）.rejで不良ファ
イルを指定するには、次のいずれかの行を入力します。

BADFILE bad0001.rej
BADFILE '/REJECT_DIR/bad0001.rej' 

LOBFILE およびおよびおよびおよび SDF を使用した不良ファイルの処理方法を使用した不良ファイルの処理方法を使用した不良ファイルの処理方法を使用した不良ファイルの処理方法
LOBFILE および SDF のデータは、拒否された行がある場合、不良ファイルには書き込まれ
ません。LOB のロード中にエラーが発生した場合、その行は拒否されません。この場合、
LOB列は、空のまま（NULL ではなく長さが 0（ゼロ）バイト）になります。ただし、
LOBFILE を使用して XML列をロードし、この LOB データのロード中にエラーが発生した場
合、XML列は NULL になります。

拒否レコードの条件拒否レコードの条件拒否レコードの条件拒否レコードの条件
レコードは、次の理由で拒否されます。

1. レコードの挿入時に、指定されたデータ型と実際のデータが適合しないなどの Oracle
エラーが発生する場合。

2. レコードが不適切にフォーマットされて、SQL*Loader がフィールドの境界を検索でき
ない場合。

3. レコードが制約に違反するか、または一意の索引を非一意にしようとする場合。

デリミタの指定が不適切であっても、WHEN句の指定条件に基づいてデータを評価できる場
合は、条件判断が行われ、データが挿入または拒否されます。

前述のリストの 2 番目の理由でロードが拒否された場合、従来型パス・ロードでもダイレク
ト・パス・ロードでも表に行は書込みできません。

さらに、前述のリストの 1 番目または 3 番目の理由でいずれかの表に違反がある場合、従来
型パス・ロードでは、表に行は書込みできません。行はその表に対して拒否され、拒否ファ
イルに書き込まれます。

ログ・ファイルには、拒否レコードそれぞれについての Oracle エラー情報が記録されます。
拒否レコードの例の詳細は、10-15 ページの「事例 4: 結合された物理レコードのロード」を
参照してください。
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廃棄ファイルの指定
廃棄ファイルの指定廃棄ファイルの指定廃棄ファイルの指定廃棄ファイルの指定
SQL*Loader を実行すると、ロード条件を満たさないレコードがある場合、廃棄ファイルが
生成されることがあります。このファイルに出力されたレコードは廃棄レコードと呼ばれま
す。廃棄レコードは、制御ファイル中の WHEN句の指定を満たすことができなかったもので
す。これらのレコードは、拒否レコードとは異なります。廃棄レコードに必ず不良データが
あるとはかぎりません。また、廃棄レコードに対して、挿入は行われません。

廃棄ファイルは次の規則に従って生成されます。

� 廃棄ファイル名を指定し、1 つ以上のレコードが制御ファイルに指定したすべての WHEN
句の条件に満たない場合に生成されます。（廃棄ファイルが生成される場合、同じ名前
の既存のファイルは上書きされます。そのため、残しておきたいファイルが上書きされ
ないようにする必要があります。）

� 廃棄レコードがない場合、廃棄ファイルは生成されません。

制御ファイル内から廃棄ファイルを作成するには、DISCARDFILE filename、DISCARDDN 
filename（DB2）、DISCARDSまたは DISCARDMAXのいずれかを指定します。

コマンドラインから廃棄ファイルを作成するには、DISCARDまたは DISCARDMAXのいずれ
かを指定します。

このように、名前を指定して廃棄ファイルを直接指定することも、また、廃棄数の 大値を
指定することで間接的に廃棄ファイルの生成を指示することもできます。

生成される廃棄ファイルのファイル形式やレコード形式は、データ・ファイルと同じです。
ストリーム・レコード形式のデータ・ファイルに関しては、データ・ファイルにあるレコー
ド終了記号が廃棄ファイル内でも使用されます。

制御ファイルでの廃棄ファイルの指定制御ファイルでの廃棄ファイルの指定制御ファイルでの廃棄ファイルの指定制御ファイルでの廃棄ファイルの指定
廃棄ファイル名を指定する場合、DISCARDFILEまたは DISCARDDN（DB2 互換用）パラ
メータの後にファイル名を指定します。

DISCARDFILEまたは DISCARDDNパラメータの後には、廃棄ファイルのファイル名を指定
します。（DB2 互換性が必要な場合は、DISCARDDNを使用します。）

discard_filenameパラメータには、使用するプラットフォームに有効なファイル名を指
定します。ファイル名中に空白やその他の句読点文字が含まれている場合は、一重引用符で
囲む必要があります。

デフォルトのファイル名は、データ・ファイル名にデフォルトのファイル拡張子（または
ファイル・タイプ）.dscを付けたものが採用されます。廃棄ファイル名をコマンドラインか

DISCARDFILE

DISCARDDN
discard_filename

DISCARDS

DISCARDMAX
integer
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廃棄ファイルの指定
ら指定した場合は、制御ファイル中で指定されたファイル名よりも、コマンドラインからの
指定ファイル名が優先されます。生成される廃棄ファイルと同じ名前のファイルがすでに存
在する場合は、既存ファイルが上書きされるか、新しいバージョンのファイルが生成されま
す。どちらの処理が行われるかは、使用するオペレーティング・システムによって異なりま
す。

コマンドラインからの廃棄ファイルの指定コマンドラインからの廃棄ファイルの指定コマンドラインからの廃棄ファイルの指定コマンドラインからの廃棄ファイルの指定
コマンドラインから廃棄ファイルを指定する方法の詳細は、4-6 ページの「DISCARD（ファ
イル名）」を参照してください。

コマンドラインで指定したファイル名で、制御ファイルに指定した廃棄ファイルが上書きさ
れます。

廃棄ファイル名指定の例廃棄ファイル名指定の例廃棄ファイル名指定の例廃棄ファイル名指定の例
次に、制御ファイル内から廃棄ファイルの名前を指定する様々な方法を示します。

� ファイル名 circularおよびデフォルトのファイル拡張子（またはファイル・タイプ）
.dscで廃棄ファイルを指定するには、次のとおり入力します。

DISCARDFILE  circular 

� ファイル名 notapplおよびファイル拡張子（またはファイル・タイプ）.mayで廃棄
ファイルを指定するには、次のとおり入力します。

DISCARDFILE notappl.may 

� 廃棄ファイル forget.meにフルパスを指定するには、次のとおり入力します。

DISCARDFILE  '/discard_dir/forget.me'

廃棄レコードの条件廃棄レコードの条件廃棄レコードの条件廃棄レコードの条件
レコードに対して INTO TABLE句が指定されていない場合、そのレコードは廃棄されます。
レコードの廃棄は、SQL*Loader 制御ファイル中に記述されたすべての INTO TABLE句が
WHEN句を持っていて、レコードがそれらのどの条件にも該当しない場合、またはすべての
フィールドが NULL である場合に発生します。

INTO TABLE句が WHEN句なしで指定されている場合、レコードは廃棄されません。すべて
のレコードに関して、指定の表への挿入が試みられます。このとき、レコードが拒否される
ことはありますが、廃棄されることはありません。

10-29 ページの「事例 7: 書式化されたレポートからのデータの抽出」にある廃棄ファイルの
使用例を参照してください。
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異なる文字コード体系の処理
LOBFILE およびおよびおよびおよび SDF を使用した廃棄ファイルの処理方法を使用した廃棄ファイルの処理方法を使用した廃棄ファイルの処理方法を使用した廃棄ファイルの処理方法
LOBFILE および SDF のデータは、廃棄された行がある場合も、廃棄ファイルには書き込ま
れません。

廃棄レコード数の上限付け廃棄レコード数の上限付け廃棄レコード数の上限付け廃棄レコード数の上限付け
各データ・ファイルに対して廃棄されるレコード数の上限を整数で指定できます。これに
は、次のような句を使用します。

廃棄レコード数がこの数（integerで指定）に達すると、そのデータ・ファイルの処理は
終了します。次のデータ・ファイルがあれば、その処理が開始されます。

データ・ファイルごとに異なる数の上限を設定できます。ただし、1 回のみ廃棄数を指定し
た場合は、指定した廃棄上限値はすべてのファイルに適用されます。

廃棄数の上限値が指定されていて、廃棄ファイル名の指定がない場合、SQL*Loader によっ
てデフォルトのファイル名とファイル拡張子（またはファイル・タイプ）で廃棄ファイルが
作成されます。

異なる文字コード体系の処理異なる文字コード体系の処理異なる文字コード体系の処理異なる文字コード体系の処理
SQL*Loader では、（キャラクタ・セットまたはコード・ページと呼ばれる）異なる文字コー
ド体系がサポートされます。SQL*Loader では、Oracle グローバリゼーション・サポート・
テクノロジの機能を使用して、様々な文字コード体系（シングルバイトおよびマルチバイ
ト）を扱うことができます。

通常、シフト・センシティブ文字データのロードは、ASCII データまたは EBCDIC データの
ロードに比べて非常に遅くなります。シフト・センシティブ文字データを 速でロードする
には、デリミタのない固定位置フィールドを使用します。パフォーマンスを向上させるに
は、次の点に注意してください。

� フィールド・データに、同数のシフトアウト / シフトイン・バイトが含まれる必要があ
ります。

� フィールドは、シングル・バイト・モードで開始および終了する必要があります。

� 初のバイトをシフトアウト、 後のバイトをシフトインにできます。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を
参照してください。

DISCARDS

DISCARDMAX
integer
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異なる文字コード体系の処理
� 初と 後の文字は、マルチバイトにできません。

� 空白が保存され、マルチバイトの空白を確認する必要がある場合、より遅いパスが使用
されます。これは、シングル・バイトの空白の削除が実行された後、シフトイン・バイ
トがフィールドの 後のバイトとなる場合に、発生する可能性があります。

次の項では、サポートしている文字コード体系について簡単に説明します。

マルチバイト（アジア系言語）・キャラクタ・セットマルチバイト（アジア系言語）・キャラクタ・セットマルチバイト（アジア系言語）・キャラクタ・セットマルチバイト（アジア系言語）・キャラクタ・セット
マルチバイト・キャラクタ・セットは、アジア系言語をサポートするために使用されます。
データをマルチバイト形式でロードしたり、データベース・オブジェクト名（フィールド、
表など）をマルチバイト文字で指定することもできます。制御ファイルでは、コメントおよ
びオブジェクト名にもマルチバイト文字を使用できます。

Unicode キャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セット
SQL*Loader では、Unicode キャラクタ・セットのデータのロードがサポートされています。

Unicode は、エンコーディングされたユニバーサル・キャラクタ・セットであり、単一の
キャラクタ・セットでほとんどの言語による情報の格納をサポートします。Unicode では、
プラットフォーム、プログラムまたは言語に関係なく、すべての文字に一意のコード値が指
定されます。Unicode には、2 つの異なるエンコーディング（UTF-16 および UTF-8）が存在
します。

Unicode の UTF-16 エンコーディングは、固定幅マルチバイト・エンコーディングで、文字
コード 0x0000 ～ 0x007f は、シングルバイト ASCII コードの 0x00 ～ 0x7f と同じ意味です。

Unicode の UTF-8 エンコーディングは、可変幅マルチバイト・エンコーディングで、文字
コード 0x00 ～ 0x7f が ASCII と同じ意味です。UTF-8 の文字は 1 バイト、2 バイトまたは 3
バイトの長さになります。

注意注意注意注意 : このマニュアルでは、UTF-16 および UTF16 の両方の用語が使用
されています。UTF-16 という用語は、一般的に Unicode の UTF-16 エン
コーディングを意味します。UTF16（ハイフンなし）という用語は、キャ
ラクタ・セットの固有の名前で、UTF-16 エンコーディングの使用時に
CHARACTERSETパラメータに指定する必要のある用語です。UTF-8 およ
び UTF8 の場合も同様です。
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異なる文字コード体系の処理
データベース・キャラクタ・セットデータベース・キャラクタ・セットデータベース・キャラクタ・セットデータベース・キャラクタ・セット
Oracle データベース・サーバーでは、SQL の CHARデータ型（CHAR、VARCHAR2、CLOBお
よび LONG）に格納されたデータ、表名などの識別子、SQL 文および PL/SQL ソース・コー
ドに対して、データベース・キャラクタ・セットが使用されます。シングルバイト・キャラ
クタ・セットおよび ASCII 文字または EBCDIC 文字のいずれかを含む可変幅キャラクタ・
セットのみがデータベース・キャラクタ・セットとしてサポートされます。マルチバイト固
定幅キャラクタ・セット（たとえば、AL16UTF16）は、データベース・キャラクタ・セット
としてサポートされません。

SQL の NCHARデータ型（NCHAR、NVARCHARおよび NCLOB）に格納されたデータ用のデー
タベースでは、代替キャラクタ・セットを使用できます。代替キャラクタ・セットは、デー
タベース各国語キャラクタ・セットと呼ばれます。Unicode キャラクタ・セットのみが、
データベース各国語キャラクタ・セットとしてサポートされます。

データ・ファイル・キャラクタ・セットデータ・ファイル・キャラクタ・セットデータ・ファイル・キャラクタ・セットデータ・ファイル・キャラクタ・セット
デフォルトでは、データ・ファイルには、NLS_LANGパラメータで定義されているキャラク
タ・セットが使用されます。NLS_LANGでサポートされているデータ・ファイル・キャラク
タ・セットは、データベース・キャラクタ・セットとしてサポートされているものと同じで
す。SQL*Loader では、データ・ファイル内の Oracle でサポートされているすべてのキャラ
クタ・セットがサポートされます（データベース・キャラクタ・セットとしてサポートされ
ていないものもサポートされます）。

たとえば、SQL*Loader では、データ・ファイル内のマルチバイト固定幅キャラクタ・セッ
ト（AL16UYF16、JA16EUCFIXED など）がサポートされます。また、SQL*Loader では、
リトル・エンディアン・バイト順序による UTF-16 エンコーディングもサポートされます。
ただし、Oracle データベース・サーバーでは、ビッグ・エンディアン・バイト順序による
UTF-16 エンコーディングのみが、データベース・キャラクタ・セットとしてではなく、
データベース・各国語キャラクタ・セットとしてのみサポートされます。

データ・ファイルのキャラクタ・セットは、NLS_LANGパラメータ、または SQL*Loader の
CHARACTERSETパラメータを使用して設定できます。

参照参照参照参照 :

� 10-48 ページの「事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロー
ド」を参照してください。

� Unicode エンコーディングの詳細は、『Oracle9i Database グローバリ
ゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。
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異なる文字コード体系の処理
入力文字の変換入力文字の変換入力文字の変換入力文字の変換
CHARACTERSETパラメータが指定されていない場合、すべてのデータ・ファイルに対する
デフォルトのキャラクタ・セットは、NLS_LANGパラメータで定義されたセッション・キャ
ラクタ・セットです。入力データ・ファイルで使用されるキャラクタ・セットは、
CHARACTERSETパラメータで指定できます。

SQL*Loader には、データ・ファイル・キャラクタ・セット、データベース・キャラクタ・
セットおよびデータベース各国語キャラクタ・セットが異なる場合、データ・ファイルの
データをデータベース・キャラクタ・セットまたはデータベース各国語キャラクタ・セット
に自動的に変換する機能もあります。

データのキャラクタ・セット変換が必要な場合、ターゲットのキャラクタ・セットは、ソー
スのデータ・ファイル・キャラクタ・セットのスーパーセットである必要があります。そう
でない場合、ターゲット・キャラクタ・セットに同じ文字がない文字は、置換文字（通常、
疑問符（?）などのデフォルトの文字）に変換されます。これによって、データが失われま
す。

データベース・キャラクタ・タイプ CHARおよび VARCHAR2のサイズは、バイト単位（バイ
ト長セマンティクス）または文字単位（文字長セマンティクス）で指定できます。バイト単
位で指定され、データ・キャラクタ・セットの変換が必要な場合、変換される文字のソー
ス・キャラクタ・セットより多くのバイトがターゲット・キャラクタ・セットで使用される
と、変換後の値はソースの値より大きくなります。これによって、ターゲットの大きい値が
データベースの列のサイズを超える場合、次のエラー・メッセージがレポートされます。

ORA-01401:  列に挿入した値が大きすぎます。

データベースの列サイズを文字単位で指定するか、または制御ファイルの文字サイズを使用
してデータを記述することによっても、この問題を回避できます。また、 大列サイズがバ
イト単位で、変換後の値を保持できる大きさであることを確認する方法もあります。

CHARACTERSET パラメータパラメータパラメータパラメータ
CHARACTERSETパラメータを指定して、SQL*Loader に入力データ・ファイルのキャラク
タ・セットを示します。CHARACTERSETパラメータが指定されていない場合、すべての
データ・ファイルに対するデフォルトのキャラクタ・セットは、NLS_LANGパラメータで定
義されたセッション・キャラクタ・セットです。文字データ（SQL*Loader データ型の
CHAR、VARCHAR、VARCHARC、数値型 EXTERNALおよび日時データ型と期間データ型の
フィールド）のみが、データ・ファイルのキャラクタ・セットに影響されます。

参照参照参照参照 :

� データベースの文字列セマンティクスの詳細は、『Oracle9i データベー
ス概要』を参照してください。

� 5-22 ページの「文字長セマンティクス」も参照してください。
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CHARACTERSETの構文は次のとおりです。

CHARACTERSET char_set_name 

char_set_name変数で、キャラクタ・セット名を指定します。通常、指定された名前は
Oracle がサポートしているキャラクタ・セットの名前である必要があります。

Unicode の UTF-16 エンコーディングに関しては、AL16UTF16 ではなく UTF16 という名前
を使用します。AL16UTF16 は、UTF-16 でエンコーディングされたデータに対して Oracle
がサポートするキャラクタ・セット名であり、ビッグ・エンディアン・バイト順序の
UTF-16 データのみに使用されます。ただし、データ・ファイルを作成するシステムのバイ
ト順序を使用してデータを設定できるため、データ・ファイルのデータはビッグ・エンディ
アンまたはリトル・エンディアンのいずれにもなります。したがって、異なるキャラクタ・
セット名（UTF16）が使用されます。キャラクタ・セット名 AL16UTF16 もサポートされま
す。ただし、リトル・エンディアン・バイト順序のデータ・ファイルに対して AL16UTF16
を指定すると、SQL*Loader では、警告メッセージが発行され、データ・ファイルがビッ
グ・エンディアンとして処理されます。

CHARACTERSETパラメータは、LOBFILE および SDF のみでなくプライマリ・データ・ファ
イルに対しても指定できます。異なる入力データ・ファイルには、異なるキャラクタ・セッ
トを指定できます。INFILEパラメータの前に指定される CHARACTERSETパラメータは、
プライマリ・データ・ファイルのリスト全体に適用されます。CHARACTERSETパラメータ
がプライマリ・データ・ファイルに対して指定される場合、指定された値は、LOBFILE お
よび SDF のデフォルトとしても使用されます。LOBFILE または SDF 仕様で
CHARACTERSETパラメータを指定すると、デフォルト設定は上書きされます。

CHARACTERSETパラメータで設定されたキャラクタ・セットは、制御ファイルのデータ
（INFILEで指定されている）には適用されません。NLS_LANGパラメータで指定されてい
るセッション・キャラクタ・セット以外のキャラクタ・セットでデータをロードするには、
そのデータを別のデータ・ファイルに置く必要があります。

参照参照参照参照 :

� 6-36 ページの「バイト順序」を参照してください。

� サポートされているキャラクタ・セットの名前の詳細は、『Oracle9i 
Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してくだ
さい。

� 5-21 ページの「制御ファイル・キャラクタ・セット」も参照してくだ
さい。

� リトル・エンディアンの UTF-16 でエンコーディングされたデータを
含むデータ・ファイルをロードする例については、10-48 ページの

「事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロード」を参照して
ください。
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制御ファイル・キャラクタ・セット制御ファイル・キャラクタ・セット制御ファイル・キャラクタ・セット制御ファイル・キャラクタ・セット
SQL*Loader 制御ファイル自体のキャラクタ・セットは、NLS_LANGパラメータで指定され
ているセッション・キャラクタ・セットであることが前提です。制御ファイル・キャラク
タ・セットがデータ・ファイル・キャラクタ・セットと異なる場合は、次のことに注意して
ください。SQL*Loader 制御ファイルで文字列として指定されたデリミタおよび比較句の値
は、比較が行われる前に、制御ファイル・キャラクタ・セットからデータ・ファイル・キャ
ラクタ・セットに変換されます。正しく指定するには、文字列値ではなく 16 進文字列を指
定してください。

16 進文字列が Unicode の UTF-16 エンコーディングのデータ・ファイルで使用される場合、
ビッグ・エンディアンのシステムとリトル・エンディアンのシステムでバイト順序が異なり
ます。たとえば、ビッグ・エンディアンのシステムでは、UTF-16 の「,」（カンマ）は
X'002c' です。リトル・エンディアンのシステムでは X'2c00' です。SQL*Loader では、常に、
ビッグ・エンディアン形式で 16 進文字列を指定する必要があります。必要に応じて、比較
が行われる前に、SQL*Loader によってバイトが交換されます。これによって、ビッグ・エ
ンディアンおよびリトル・エンディアンの両システム上の制御ファイルで同じ構文を使用す
ることができます。

Unicode の UTF-16 エンコーディングのストリーム形式のデータ・ファイルで使用されるレ
コード終了記号のデフォルトは、UTF-16 では「\n」（ビッグ・エンディアンのシステムでは
0x000A で、リトル・エンディアンのシステムでは 0x0A00）です。INFILE行上の "STR 
'char_str'"指定または "STR x'hex_str'"指定を使用して、これらのデフォルト設定
を上書きできます。たとえば、次のいずれかの行を使用して、'\n'のかわりに 'ab'をレ
コード終了記号として使用できます。

INFILE myfile.dat "STR 'ab'"

INFILE myfile.dat "STR x'00410042'"

BEGINDATA文の後に指定するデータも、NLS_LANGパラメータで指定されたセッション・
キャラクタ・セットであることが前提です。

SQL*Loader のデータ型（CHAR、VARCHAR、VARCHARC、DATEおよび数値型 EXTERNAL）
に関して、SQL*Loader では、バイト単位（バイト長セマンティクス）または文字単位（文
字長セマンティクス）のいずれかで指定される文字フィールドの長さがサポートされます。
たとえば、制御ファイルでの CHAR(10)指定は、10 バイトまたは 10 文字を意味します。
データ・ファイルでシングル・バイト・キャラクタ・セットが使用されている場合、これら
は同じです。ただし、データ・ファイルでマルチバイト・キャラクタ・セットが使用されて
いる場合、異なることもあります。

キャラクタ・セット変換中に文字列の拡張によって発生する挿入エラーを回避するには、
データ・ファイルおよびターゲット・データベースの列の両方で文字長セマンティクスを使
用します。
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異なる文字コード体系の処理
文字長セマンティクス文字長セマンティクス文字長セマンティクス文字長セマンティクス
バイト長セマンティクスは、UTF-16 キャラクタ・セット（デフォルトで文字長セマンティ
クスを使用します）を使用するデータ・ファイル以外のすべてのデータ・ファイルのデフォ
ルトです。デフォルトに上書きするには、次の構文で示すとおり、CHARまたは CHARACTER
を指定します。

LENGTHパラメータは、SQL*Loader 制御ファイルの CHARACTERSETパラメータの後に置か
れます。LENGTHパラメータは、LOBFILE データ・ファイルおよび SDF に関してのみでは
なく、プライマリ・データ・ファイルに関する構文の指定にも適用されます。異なる入力
データ・ファイルには、異なる文字セマンティクスを指定することができます。ただし、
INFILEパラメータの前の LENGTH指定は、プライマリ・データ・ファイルのリスト全体に
適用されます。プライマリ・データ・ファイルに対する LENGTH指定は、LOBFILE および
SDF に対するデフォルトとして使用されます。LOBFILE および SDF 仕様で LENGTHを指定
することによって、デフォルトを上書きできます。CHARACTERSETパラメータとは異なり、
LENGTHパラメータは、制御ファイル内に含まれるデータ（INFILE *構文）に適用されま
す。

LENGTHパラメータに対しては、CHARのかわりに CHARACTERを指定できます。

文字長セマンティクスが SQL*Loader のデータ・ファイルに対して使用されている場合は、
次の SQL*Loader データ型で文字長セマンティクスが使用されます。

� CHAR

� VARCHAR

� VARCHARC

� DATE

� 数値型 EXTERNAL （INTEGER、FLOAT、DECIMALおよび ZONED）

VARCHARデータ型では、長さサブフィールドはバイナリの SMALLINT長さサブフィールド
です。ただし、その値は文字単位の文字列の長さを示します。

次のデータ型では、データ・ファイルで文字長セマンティクスが使用されていてもバイト長
セマンティクスを使用します。これは、データがバイナリであるか、または ZONEDおよび
DECIMALの場合は、特別にバイナリにエンコーディングされた形式であるためです。

� INTEGER

� SMALLINT

LENGTH
SEMANTICS

BYTE

CHAR

CHARACTER
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中断されたロード
� FLOAT

� DOUBLE

� BYTEINT

� ZONED

� DECIMAL

� RAW

� VARRAW

� VARRAWC

� GRAPHIC

� GRAPHIC EXTERNAL

� VARGRAPHIC

POSITIONパラメータの開始引数および終了引数は、文字長セマンティクスがデータ・ファ
イルで使用されていても、バイト単位で解釈されます。これは、異なるデータ型のデータが
混在するデータ・ファイル（一部では文字長セマンティクスを使用し、一部ではバイト長セ
マンティクスを使用する）を処理する場合に必要です。SMALLINT長さフィールドおよび文
字データを含む VARCHARデータ型で位置を処理する場合にも必要です。SMALLINT長さ
フィールドは、システムによって一定のバイト数（通常、2 バイト）を必要とします。ただ
し、その値は、文字列の長さを文字単位で示します。

データ・ファイルの文字長セマンティクスは、データベースの列で文字長セマンティクスが
使用されているかどうかに関係なく使用できます。したがって、データ・ファイルおよび
データベースの列で、同じまたは異なる長さのセマンティクスを使用できます。

中断されたロード中断されたロード中断されたロード中断されたロード
ロードは様々な理由で中断されます。主な理由は領域エラーで、SQL*Loader で使用される
データ行および索引エントリ用の領域の不足によって発生します。エラーの 大数を超えた
場合、サーバーから SQL*Loader に予期しないエラーが返された場合、レコードがデータ・
ファイルに対して長すぎた場合、または [Ctrl] を押しながら [C] を押した場合にも、ロード
が中断されます。

ロードが中断された場合の SQL*Loader の動作は、ロードのモードが従来型パス・ロードか
ダイレクト・パス・ロードか、およびロードが中断された理由によって異なります。また、
中断されたロードを継続する場合、SKIPパラメータを使用するかどうか、およびこのパラ
メータに指定する値は、状況によって異なります。次の項に例を示します。

参照参照参照参照 : 4-14 ページの「SKIP（スキップされるレコード）」を参照してく
ださい。
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中断された従来型パス・ロード中断された従来型パス・ロード中断された従来型パス・ロード中断された従来型パス・ロード
従来型パス・ロードでは、バインド配列のすべてのデータがすべての表にロードされた後
で、データがコミットされます。ロードが中断された場合は、直前のコミット操作の時点ま
でに処理された行のみがロードされます。データの部分コミットは行われません。

中断されたダイレクト・パス・ロード中断されたダイレクト・パス・ロード中断されたダイレクト・パス・ロード中断されたダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロードでは、中断されたロードの動作は、ロードが中断された理由に
よって異なります。

領域エラーによって中断されたロード領域エラーによって中断されたロード領域エラーによって中断されたロード領域エラーによって中断されたロード
制御ファイルに 1 つの INTO TABLE文が存在し、領域エラーが発生した場合は、次のとおり
ロードが中断されます。

� 非パーティション表、パーティション表の 1 つのパーティションまたはコンポジット・
パーティション表の 1 つのサブパーティションにデータをロードすると、SQL*Loader
によって、エラーの発生前にロードされた行と同じ数の行がコミットされます。ROWS
パラメータが指定されているかどうかは関係ありません。

� 複数のサブパーティションにデータをロードする（パーティション表、コンポジット・
パーティション表またはコンポジット・パーティション表の 1 つのパーティションに
データをロードする）と、ロードが中断されます。ROWSが指定されていないかぎり、
データは保存されません。指定されている場合、コミット済のすべてのデータが保存さ
れます。

制御ファイルに複数の INTO TABLE文が存在し、これらの表の 1 つで領域エラーが発生した
場合は、次のとおりロードが中断されます。

� 非パーティション表、パーティション表の 1 つのパーティションまたはコンポジット・
パーティション表の 1 つのサブパーティションにデータをロード中に領域エラーが発生
すると、SQL*Loader によって、データ・ファイルから読込み済のデータの他の表への
ロードが試行されます。次に、エラーの発生前にロードされた行と同じ数の行がコミッ
トされます。ROWSパラメータが指定されているかどうかは関係ありません。この場合、
各表に異なる数の行がロードされることがあります。ロードを継続するには、表ごとに
異なる SKIPパラメータの値を指定する必要があります。SKIPパラメータの値がすべ
ての表で同じ場合にのみ、SQL*Loader によってその値が報告されます。

� 複数のサブパーティションにデータをロード（パーティション表、コンポジット・パー
ティション表またはコンポジット・パーティション表の 1 つのパーティションにデータ
をロード）中に領域エラーが発生すると、すべての表でロードが中断されます。ROWS
が指定されていないかぎり、データは保存されません。指定されている場合、コミット
済のすべてのデータが保存されます。ロードを継続する場合、SKIPパラメータに指定
する値は、すべての表で同じになります。
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エラーが最大数を超えたことによって中断されたロードエラーが最大数を超えたことによって中断されたロードエラーが最大数を超えたことによって中断されたロードエラーが最大数を超えたことによって中断されたロード
エラーが 大数を超えると、SQL*Loader によって、すべての表へのレコードのロードが停
止され、その時点までに終了している処理がコミットされます。ロードを継続する場合、
SKIPパラメータに指定する値は表によって異なります。SKIPパラメータの値がすべての表
で同じ場合にのみ、SQL*Loader によってその値が報告されます。

致命的エラーによって中断されたロード致命的エラーによって中断されたロード致命的エラーによって中断されたロード致命的エラーによって中断されたロード
致命的エラーが発生した場合は、ロードが停止されます。ロードの開始時に ROWSが指定さ
れていないかぎり、データは保存されません。指定されている場合、コミット済のすべての
データが保存されます。SKIPパラメータの値がすべての表で同じ場合にのみ、SQL*Loader
によってその値が報告されます。

[Ctrl] を押しながらを押しながらを押しながらを押しながら [C] を押すことによって中断されたロードを押すことによって中断されたロードを押すことによって中断されたロードを押すことによって中断されたロード
SQL*Loader によるデータの保存中に [Ctrl] を押しながら [C] を押すと、データの保存は継
続され、保存の完了後にロードが停止されます。データを保存中でない場合は、コミットさ
れていない処理をコミットせずにロードが停止されます。SKIPパラメータの値は、すべて
の表で同じになります。

ロードの中断後の表および索引の状態ロードの中断後の表および索引の状態ロードの中断後の表および索引の状態ロードの中断後の表および索引の状態
ロードが中断されると、すでにロードされたデータはそのまま表に残り、その表は有効な状
態のままとなります。従来型パスを使用した場合、すべての索引は有効な状態のままとなり
ます。

ダイレクト・パス・ロード方法を使用した場合は、領域の不足した索引はすべて使用禁止状
態のままになります。このような索引は、ロードを継続する前に削除しておく必要がありま
す。このような索引は、継続処理をする前、またはロードがすべて終了した後に再作成でき
ます。

これ以外の索引は、他にエラーが発生していないかぎり有効です。索引が使用禁止状態のま
まになるその他の理由については、9-12 ページの「使用禁止状態（Index Unusable）のまま
の索引」を参照してください。

ログ・ファイルを使用したロード状態の確認ログ・ファイルを使用したロード状態の確認ログ・ファイルを使用したロード状態の確認ログ・ファイルを使用したロード状態の確認
SQL*Loader のログ・ファイルには、表や索引の状態、および入力データ・ファイルから読
み込まれた論理レコード数の情報が記録されます。これらの情報は、中断されたロードを再
開する場合に利用できます。
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単一表へのロードの継続単一表へのロードの継続単一表へのロードの継続単一表へのロードの継続
ダイレクト・パス・ロードまたは従来型パス・ロードを、終了前に SQL*Loader で中断する
必要がある場合は、すでにコミットされているか、またはセーブポイントが付けられている
行が存在しています。中断されたロードを継続するには、SKIPパラメータを使用して、前
回のロードによってすでに処理されている論理レコードの数を指定します。ロードの中断時
に、次のようなメッセージ形式でログ・ファイルに SKIPの値が書き込まれます。

Specify SKIP=1001 when continuing the load.

SKIPパラメータの値を指定するこのメッセージの前には、ロードが中断された理由を示す
メッセージが書き込まれています。

複数表へのロードの場合は、SKIPパラメータの値がすべての表で同じ場合にのみ、値が表
示されます。

物理レコードからの論理レコードの作成物理レコードからの論理レコードの作成物理レコードからの論理レコードの作成物理レコードからの論理レコードの作成
Oracle9i は、64KB より大きいユーザー定義レコードをサポートしているため（4-11 ページ
の「READSIZE（読込みバッファ・サイズ）」を参照）、論理レコードを複数の物理レコード
に細分化する必要性が少なくなります。ただし、細分化する必要が完全になくなるわけでは
ありません。複数の物理レコードを結合して 1 つの論理レコードに戻すには、対象とする
データによって、次の句のうちの 1 つを指定します。

� CONCATENATE

� CONTINUEIF

CONCATENATE を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成
常に一定の数の物理レコードを結合して 1 つの論理レコードを構成する場合、
CONCATENATEを使用します。次の例では、integerによって結合する物理レコードの数を
指定します。

CONCATENATE  integer 

CONCATENATEに指定された整数値によって、SQL*Loader で列配列の各行に割り当てられ
る物理レコード構造の数が決まります。COLUMNARRAYROWSのデフォルト値が大きいため、
CONCATENATEにも大きい値を指定すると、メモリーの過剰割当てが発生する可能性があり
ます。この場合は、COLUMNARRAYROWSパラメータの値を小さくして列配列の行の数を減ら
すことによって、パフォーマンスを向上できます。

参照参照参照参照 : 4-14 ページの「SKIP（スキップされるレコード）」を参照してく
ださい。
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CONTINUEIF を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成を使用した論理レコードの作成
継続する物理レコードの数が異なる場合、CONTINUEIFを使用します。パラメータ
CONTINUEIFを使用する場合は、後に条件を指定します。この条件は、各物理レコードが読
み込まれるたびに評価されます。たとえば、2 つのレコードがあって、その 初のレコード
の 80 バイト目にシャープ記号（#）がある場合、2 つのレコードは結合されます。この場合、
指定の位置に他の文字があると、2 番目のレコードは 初のレコードに結合されません。

次に、CONTINUEIFの完全な構文を示します。この構文で、さらに柔軟な処理を実行できま
す。

表 5-2 では、CONTINUEIF句のパラメータについて説明します。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 4-4 ページの「COLUMNARRAYROWS」

� 9-21 ページの「列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの
指定」

表表表表 5-2 CONTINUEIF のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

THIS 現在のレコードについて条件が真のとき、次の物理レコードを読み込
んで現在のレコードに連結します。この処理は、条件が偽になるまで
繰り返されます。条件が偽になると、現在の物理レコードが現在の論
理レコードを構成する 後の物理レコードになります。THISはデ

フォルトです。

NEXT 次のレコードで条件が真になると、現在の物理レコードを現在の論理
レコードに連結します。この処理は、条件が偽になるまで繰り返され
ます。

operator サポートされているのは等号演算子と不等号演算子です。

等号演算子を指定すると、フィールドと比較文字列が完全に一致した
ときに、条件が真となります。不等号演算子を指定した場合は、どの
文字が異なっていても、条件は真となります。

CONTINUEIF

THIS

NEXT PRESERVE (
pos_spec

LAST
PRESERVE ( operator

str

X’hex_str’

)
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PRESERVEパラメータを使用しない場合、継続フィールドは、論理レコードの作成時にすべ
ての物理レコードから削除されます。継続フィールドが読み込まれるまでは、データは同じ
論理レコードに連結します。

PRESERVEパラメータを使用した場合、継続フィールドは、論理レコードの作成時にもすべ
ての物理レコードに保持されます。

LAST レコードの 後の文字（空白以外）に対して、THISと同様の条件判

断を行います。現在の物理レコードの 後の文字（空白以外）が条件
を満たしていると、次の物理レコードが読み込まれ、現在の物理レ
コードに連結されます。この処理は、条件が偽になるまで繰り返され
ます。現在のレコードに関して条件が偽になると、現在の物理レコー
ドが現在の論理レコードを構成する 後の物理レコードになります。

pos_spec 物理レコード中の列の開始番号と終了番号です。

列番号は 1 から始まります。ハイフンまたはコロンを使用することも

できます（start-endまたは start:end）。

endを省略すると、継続フィールドの長さには、指定されたバイト列

（X' hex_string'）または文字列（char_string）の長さが取ら

れます。endが指定されていて、それによって決まる継続フィールド

の長さが指定されたバイト列または文字列の長さと異なる場合は、短
い方に不足分を埋めるための文字が追加されます。文字列の場合は空
白が追加され、16 進数のバイト列の場合は 0（ゼロ）が追加されま

す。

str startと endで定義された継続フィールドと比較する文字列です。

比較演算の内容は、operatorで指定された演算子によって異なりま

す。文字列は一重引用符または二重引用符で囲みます。文字列は 1 文

字ずつ比較され、必要があれば、空白埋め文字が右側に追加されま
す。

X'hex-str' 16 進形式で指定された文字列で、用途は str と同じです。たとえば、

X'1FB033 と表記した場合は、1F、B0、33 の値を持つ 3 バイトの 16
進文字列を意味します。

PRESERVE 論理レコードには 'char_string' または X'hex_string' が含まれ

ます。デフォルトでは、これらは排除されます。

注意注意注意注意 : CONTINUEIF句の中で指定する位置は、各物理レコード中の位置
を示します。物理レコード中の位置が参照されるのは、この場合のみで
す。これ以外の場合、参照先は論理レコードとなります。

表表表表 5-2 CONTINUEIF のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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例 5-2 ～例 5-5 に、PRESERVEパラメータの有無にかかわらず、CONTINUEIF THISおよび
CONTINUEIF NEXTの使用例を示します。

例例例例 5-2 PRESERVE パラメータを使用しないパラメータを使用しないパラメータを使用しないパラメータを使用しない CONTINUEIF THIS

ここで、物理レコードは次のような 14 バイトのレコードであるとします。また、ピリオド
は空白を表します。

        %%aaaaaaaa....
        %%bbbbbbbb....
        ..cccccccc....
        %%dddddddddd..
        %%eeeeeeeeee..
        ..ffffffffff..

次の例では、CONTINUEIF THIS句に PRESERVEパラメータは使用されていません。

CONTINUEIF THIS (1:2) = '%%'

したがって、論理レコードは次のように作成されます。

        aaaaaaaa....bbbbbbbb....cccccccc....
        dddddddddd..eeeeeeeeee..ffffffffff..

列 1 および列 2（たとえば、物理レコード 1 の %%）は、論理レコード作成時に物理レコー
ドから削除されることに注意してください。

例例例例 5-3 PRESERVE パラメータを使用したパラメータを使用したパラメータを使用したパラメータを使用した CONTINUEIF THIS

例 5-2 の物理レコードと同じ物理レコードがあるとします。

次の例では、CONTINUEIF THIS句に PRESERVEパラメータが使用されています。

CONTINUEIF THIS PRESERVE (1:2) = '%%'

したがって、論理レコードは次のように作成されます。

        %%aaaaaaaa....%%bbbbbbbb......cccccccc....
        %%dddddddddd..%%eeeeeeeeee....ffffffffff..

列 1 および列 2 は、論理レコード作成時に物理レコードから削除されないことに注意してく
ださい。
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例例例例 5-4 PRESERVE パラメータを使用しないパラメータを使用しないパラメータを使用しないパラメータを使用しない CONTINUEIF NEXT

ここで、物理レコードは次のような 14 バイトのレコードとします。また、ピリオドは空白
を表します。

        ..aaaaaaaa....
        %%bbbbbbbb....
        %%cccccccc....
        ..dddddddddd..
        %%eeeeeeeeee..
        %%ffffffffff..

次の例では、CONTINUEIF NEXT句に PRESERVEパラメータは使用されていません。

CONTINUEIF NEXT (1:2) = '%%'

したがって、論理レコードは次のように作成されます（例 5-2 と同じ結果）。

        aaaaaaaa....bbbbbbbb....cccccccc....
        dddddddddd..eeeeeeeeee..ffffffffff..

例例例例 5-5 PRESERVE パラメータを使用したパラメータを使用したパラメータを使用したパラメータを使用した CONTINUEIF NEXT

例 5-4 の物理レコードと同じ物理レコードがあるとします。

次の例では、CONTINUEIF NEXT句に PRESERVEパラメータが使用されています。

CONTINUEIF NEXT PRESERVE (1:2) = '%%'

したがって、論理レコードは次のように作成されます。

        ..aaaaaaaa....%%bbbbbbbb....%%cccccccc....
        ..dddddddddd..%%eeeeeeeeee..%%ffffffffff..

表への論理レコードのロード表への論理レコードのロード表への論理レコードのロード表への論理レコードのロード
この項では、次の内容について説明します。

� ロードする表の指定方法

� 表にロードするレコードの指定方法

� レコードに対するデフォルトのデータ・デリミタ

� データが欠落しているショート・レコードの処理方法

参照参照参照参照 : CONTINUEIF句の例の詳細は、10-15 ページの「事例 4: 結合され
た物理レコードのロード」を参照してください。
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表への論理レコードのロード
表名の指定表名の指定表名の指定表名の指定
LOAD DATA文の INTO TABLE句を使用して、表、フィールドおよびデータ型を識別できま
す。この句で、データ・ファイル中のレコードとデータベース中の表の関係を定義します。
フィールドやデータ型の指定については後述します。

INTO TABLE 句句句句
INTO TABLE句が持つ様々な機能の 1 つに、データのロード先となる表を指定する機能があ
ります。複数の表にロードするには、それぞれの表に対して INTO TABLE句を指定する必要
があります。

INTO TABLE句を記述する場合、キーワード INTO TABLEの次に、データを受け取る Oracle
の表名を指定します。

構文は次のようになります。

表名には、すでに存在する表を指定してください。表名が SQL や SQL*Loader の予約済
キーワードと同じ場合、表名に特殊文字が含まれる場合、または表名の中の大 / 小文字を区
別する必要がある場合は、表名を二重引用符で囲みます。

INTO TABLE scott."CONSTANT"
INTO TABLE scott."Constant" 
INTO TABLE scott."-CONSTANT" 

ユーザーが表をロードするには、INSERT権限が必要です。表がユーザーのスキーマにない
場合、ユーザーはシノニムを使用して表を参照するか、またはスキーマ名を表名の一部とし
て含める（たとえば、scott.emp）必要があります。

表固有のロード方法表固有のロード方法表固有のロード方法表固有のロード方法
表のロード時に、INTO TABLE句を使用して、表固有のロード方法（INSERT、APPEND、
REPLACEまたは TRUNCATE）を指定できます。指定したロード方法は、その表のみに適用
されます。表固有のロード方法は、グローバルな表のロード方法よりも優先されます。
INTO TABLE句の前にロード方法が特に指定されていない場合、グローバルな表のロード方
法は、デフォルトで INSERTとなります。次の項では、これらのオプションを使用して空お
よび空でない表へデータをロードする方法について説明します。

INTO TABLE name

(
PARTITION name

SUBPARTITION name
)

INSERT

REPLACE

TRUNCATE

APPEND
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空の表へのデータのロード空の表へのデータのロード空の表へのデータのロード空の表へのデータのロード
ロード先の表が空の場合は、INSERTオプションを使用します。

INSERT  これは、SQL*Loader のデフォルトの方法です。ロードする前に表を空にする必要が
あります。表に行が存在する場合はエラーが返され、ロードが終了します。10-6 ページの

「事例 1: 可変長データのロード」の例を参照してください。

空でない表へのデータのロード空でない表へのデータのロード空でない表へのデータのロード空でない表へのデータのロード
ロード先の表にすでにデータが存在する場合は、3 つのオプションがあります。

� APPEND

� REPLACE

� TRUNCATE

APPEND  表にデータがすでに存在する場合、SQL*Loader で新しい行が表に追加されます。
データが存在しない場合には、単に新しい行がロードされます。APPENDオプションを使用
するには、SELECT権限が必要です。10-12 ページの「事例 3: 自由区分形式ファイルのロー
ド」の例を参照してください。

REPLACE  REPLACEを使用すると、表の既存の行はすべて削除され、新しくデータがロード
されます。この場合、その表がロード実行者のスキーマ内に存在するか、ロード実行者がそ
の表に対して DELETE権限を持っている必要があります。10-15 ページの「事例 4: 結合され
た物理レコードのロード」の例を参照してください。

行削除によって、その表に定義された削除トリガーが起動します。DELETE CASCADEが表
に指定されている場合、カスケード化された削除が同様に実行されます。削除のカスケード
化の詳細は、『Oracle9i データベース概要』の「データ整合性」を参照してください。

既存の行の更新既存の行の更新既存の行の更新既存の行の更新  REPLACEは、個々の行ではなく表を置換する方法です。既存レコードに
NULL 列があっても、そのレコードは更新されません。既存の行を更新するには、次の手順
を実行してください。

注意注意注意注意 : REPLACEまたは TRUNCATEを指定すると、個々の行ではなく表全
体が置き換えられます。行の削除が成功した後に、コミットが実行されま
す。ロード前に表にあったデータは、事前にエクスポートまたはそれに相
当するユーティリティで保存しておかないかぎり、リカバリできません。

注意注意注意注意 : この項で説明する機能は、DB2 キーワードの RESUMEに対応して
います。DB2 を使用している場合は、付録 B の RESUMEに関する説明も
参照してください。
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1. データを作業表にロードします。

2. 相関副問合せを指定した、SQL 言語の UPDATE文を使用します。

3. 作業表を削除します。

詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』の「UPDATE文」を参照してください。

TRUNCATE  SQL の TRUNCATE文によって短時間で効率的に表またはクラスタから行を削除
して、 大限の処理パフォーマンスを実現します。TRUNCATE文を実行する前に、表の参照
整合性制約を使用禁止にします。参照整合性制約が使用禁止でない場合、SQL*Loader に
よってエラーが返されます。

整合性制約が使用禁止になると、その表に対しては DELETE CASCADEは定義されません。
DELETE CASCADE機能が必要な場合は、ロードを開始する前に、表の内容を手動で削除す
る必要があります。

この場合、表がロード実行者のスキーマにあるか、ロード実行者が DROP ANY TABLE権限
を所有している必要があります。

表固有の表固有の表固有の表固有の OPTIONS パラメータパラメータパラメータパラメータ
パラレル・ロードでは、個々の表に対して OPTIONSパラメータを指定できます（このパラ
メータは、パラレル・ロードの場合のみ有効です）。

OPTIONSパラメータの構文は次のとおりです。

参照参照参照参照 : TRUNCATE文の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を
参照してください。

参照参照参照参照 : 9-32 ページの「パラレル・ダイレクト・パス・ロードのパラメー
タ」を参照してください。

OPTIONS ( FILE=database_filename )
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条件に基づいたレコードのロード条件に基づいたレコードのロード条件に基づいたレコードのロード条件に基づいたレコードのロード
WHEN句を使用して論理レコード中の条件をテストし、その論理レコードをロードするか廃
棄するかを選択できます。

WHEN句を表名の後に記述し、その後にフィールド条件を 1 つ以上指定します。
field_conditionの構文は、次のとおりです。

たとえば、次のように指定すると、第 5 列の値が q であるレコードがすべてロードされま
す。

WHEN (5) = 'q' 

WHEN句では各条件の前に ANDを使用して、複数の条件を設定できます。小カッコの指定は
任意ですが、ANDによって複数の条件を設定している次のような場合は、あいまいさを避け
るために必ず使用してください。

WHEN (deptno = '10') AND (job = 'SALES') 

LOBFILE およびおよびおよびおよび SDF でのでのでのでの WHEN 句の使用句の使用句の使用句の使用
LOBFILE または SDF のレコードが廃棄されると、SQL*Loader によってその LOBFILE また
は SDF 内の対応するデータがスキップされます。

参照参照参照参照 :

� SQL*Loader による NULLIF、DEFAULTIFおよび WHEN句の評価方法
については、6-32 ページの「WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句
の使用」を参照してください。

� WHEN句の使用例については、10-19 ページの「事例 5: 複数表へのデー
タのロード」を参照してください。

( full_fieldname

pos_spec
operator

’char_string’

X’hex_string’

BLANKS

)

AND
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デフォルトのデータ・デリミタ（区切り記号）の指定デフォルトのデータ・デリミタ（区切り記号）の指定デフォルトのデータ・デリミタ（区切り記号）の指定デフォルトのデータ・デリミタ（区切り記号）の指定
データ・ファイル中のデータフィールドがすべて同じ文字で終了している場合、FIELDS句
を使用してデフォルトのデリミタ（区切り記号）を指定することができます。
fields_spec、termination_specおよび enclosure_spec句の構文は、次のとおりで
す。

fields_spec

termination_spec

enclosure_spec

注意注意注意注意 : 終了記号の文字列には、1 つ以上の文字が含まれます。また、
TERMINATED BY EOFは、LOBFILE からの LOB のロードにのみ適用され
ます。

注意注意注意注意 : 囲み文字列には、1 つ以上の文字が含まれます。

FIELDS

enclosure_spec

termination_spec

OPTIONALLY
enclosure_spec

TERMINATED
BY

WHITESPACE

X’hexstr’

’string’

EOF

ENCLOSED
BY

’string’

X’hexstr’
AND

’string’

X’hexstr’
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特定の列に対して別のデリミタを使用する場合は、その列名の後に適用するデリミタを指定
します。10-12 ページの「事例 3: 自由区分形式ファイルのロード」の例を参照してください。

データが欠落しているショート・レコードの処理データが欠落しているショート・レコードの処理データが欠落しているショート・レコードの処理データが欠落しているショート・レコードの処理
制御ファイルの定義で指定したフィールドの数が、実際にレコード中に存在するフィールド
より多い場合、残りの（指定された余分の）列に NULL 値を設定するか、またはエラーを出
力するかが SQL*Loader によって判断されます。

制御ファイルの定義でフィールドの開始位置として論理レコードの終了位置よりも後の位置
が明示的に指定されている場合、SQL*Loader によって、このフィールドに NULL 値が設定
されます。フィールドが（次に示す例の中の dnameおよび locのように）相対位置に定義
されていて、そのフィールドが現れる前にレコードのデータが終わった場合は、
SQL*Loader によってこのフィールドに NULL 値が設定されるか、またはエラーが出力され
ます。SQL*Loader による処理は、TRAILING NULLCOLS句（次の構文図を参照）を指定し
ているかどうかによって決まります。

参照参照参照参照 :

� 構文の詳細は、6-24 ページの「デリミタの指定」を参照してくださ
い。

� 7-23 ページの「LOBFILE からの LOB データのロード」も参照してく
ださい。

OID_spec

SID_spec FIELDS
delim_spec

TRAILING
NULLCOLS

TREAT AS typename
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索引オプション
TRAILING NULLCOLS 句句句句
TRAILING NULLCOLS句を使用すると、相対位置で指定した列がレコード中に存在しない場
合、その列の値は NULL として処理されます。

たとえば、次のようなデータについて考えます。

10 Accounting 

このデータが次の制御ファイルで読み込まれ、そのレコードは dnameの後で終了するとし
ます。

INTO TABLE dept 
    TRAILING NULLCOLS 
( deptno CHAR TERMINATED BY " ", 
  dname  CHAR TERMINATED BY WHITESPACE, 
  loc    CHAR TERMINATED BY WHITESPACE 
) 

この場合、その後の locフィールドには NULL 値が設定されています。この例で
TRAILING NULLCOLS句を指定しなかった場合は、データ欠落のためエラーとなります。

索引オプション索引オプション索引オプション索引オプション
この項では、索引エントリの作成方法を制御する次の SQL*Loader オプションについて説明
します。

� SORTED INDEXES

� SINGLEROW

SORTED INDEXES 句句句句
SORTED INDEXES句はダイレクト・パス・ロードに適用できます。このオプションを指定す
ると、入力データはロード前に指定の索引でソートされていることが SQL*Loader で認識さ
れるため、ロード時には SQL*Loader のパフォーマンスが 適化されます。

参照参照参照参照 : TRAILING NULLCOLSの例については、10-29 ページの「事例 7: 
書式化されたレポートからのデータの抽出」を参照してください。

参照参照参照参照 : 9-18 ページの「SORTED INDEXES 句」を参照してください。
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SINGLEROW オプションオプションオプションオプション
SINGLEROWオプションは、APPENDオプションを使用して限られたメモリーでダイレクト・
パス・ロードを実行する場合、または少数のレコードを大規模な表にロードする場合に使用
します。このオプションを使用すると、各索引エントリが、一度に 1 レコードずつ直接索引
に挿入されます。

表に行を追加（APPEND）する場合、デフォルトでは SINGLEROWは使用されません。この
場合、索引エントリは個別の一時記憶域に置かれ、ロード終了時に元の索引とマージされま
す。この方法では、パフォーマンスが向上して 適な索引が作成されますが、記憶域も余分
に必要となります。マージが実行されている間は、元の索引、新しい索引、および新しいエ
ントリのための領域が同時に記憶域を占有します。

SINGLEROWオプションの場合、新しい索引エントリや新しい索引のための記憶域は必要あ
りません。結果としてできる索引は、新しくソートされたものほど 適化されていない可能
性がありますが、作成するための記憶域は少なくて済みます。ただし、SINGLEROWを指定
すると、各索引が挿入されるたびに UNDO 情報が追加で作成されるため、時間がかかりま
す。このオプションは、次の場合に使用してください。

� 使用可能な記憶域が限られている場合。

� ロードされる行数が表のサイズに比べて小さい場合（比率が 1:20 以下かどうかが目安に
なります）。

複数の複数の複数の複数の INTO TABLE 句を使用するメリット句を使用するメリット句を使用するメリット句を使用するメリット
複数の INTO TABLE句を指定すると、次の処理が可能になります。

� 異なる表へのデータのロード

� 1 つの入力レコードからの複数の論理レコードの抽出

� 異なる入力レコード形式の区別

� 異なる入力行オブジェクト・サブタイプの区別

ここでは、まず、複数の INTO TABLE句で同じ表を参照するという も一般的な使用方法
を示します。この項では、複数の INTO TABLE句の様々な指定方法を説明します。また、
POSITIONパラメータの指定方法についても説明します。

注意注意注意注意 : INTO TABLE句を複数指定した場合、次の INTO TABLE句の処理
に移ったときのフィールド・スキャンは、前回フィールド・スキャンを停
止した位置から続行されます。この項の残りの部分では、このようなス
キャン時の動作を利用して INTO TABLE句を指定する方法について詳し
く説明します。また、固定フィールド位置や POSITIONパラメータを使用
した別の手順についても説明します。
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複数の論理レコードの抽出複数の論理レコードの抽出複数の論理レコードの抽出複数の論理レコードの抽出
データ記憶域および転送メディアには、物理レコードが固定長のものがあります。データ・
レコードが比較的短い場合、メディアを効率的に使用するために複数の論理レコードをまと
めて 1 つの物理レコードに記録できます。

ここでは、入力ファイルの 1 件の物理レコードを 2 件の論理レコードとみなし、INTO 
TABLE句を 2 回指定して emp表にデータをロードする方法について説明します。たとえば、
次のようなデータの例を考えます。

1119 Smith      1120 Yvonne 
1121 Albert     1130 Thomas 

次の制御ファイルを使用して論理レコードを抽出します。

INTO TABLE emp 
     (empno POSITION(1:4)  INTEGER EXTERNAL, 
      ename POSITION(6:15) CHAR) 
INTO TABLE emp 
     (empno POSITION(17:20) INTEGER EXTERNAL, 
      ename POSITION(21:30) CHAR) 

デリミタに基づく相対的な位置指定デリミタに基づく相対的な位置指定デリミタに基づく相対的な位置指定デリミタに基づく相対的な位置指定
同じレコードを、別の指定方法でロードできます。次の制御ファイルでは、絶対的位置を指
定するかわりに相対的な位置を指定しています。ここでは、各フィールドが空白（" "）1 文
字、またはいくつかの空白やタブ（WHITESPACE）で区切られていることを示しています。

INTO TABLE emp 
     (empno INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY " ", 
      ename CHAR             TERMINATED BY WHITESPACE) 
INTO TABLE emp 
     (empno INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY " ", 
      ename CHAR)            TERMINATED BY WHITESPACE) 

この例では、2 番目の empnoフィールドは、別の INTO TABLE句に指定されていますが、1
番目の enameの直後に指定されていることに注意してください。2 番目の INTO TABLE句
に対して、レコードの先頭からのフィールド・スキャンのしなおしは行われません。かわり
に、前に行われたスキャンの状態がそのまま残されてスキャンが継続されます。

レコードのスキャンを特定の位置から強制的に開始するには、POSITIONパラメータを使用
します。詳細は、5-40 ページの「異なる入力レコード形式の区別」および 5-42 ページの

「複数表へのデータのロード」を参照してください。
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異なる入力レコード形式の区別異なる入力レコード形式の区別異なる入力レコード形式の区別異なる入力レコード形式の区別
通常、データ・ファイルには様々な形式のレコードが含まれています。ここでは、次のよう
なデータについて考えます。この例では、emp表および dept表のレコードが、データ中に
混在しています。

1 50   Manufacturing       — DEPT record 
2 1119 Smith      50       — EMP record 
2 1120 Snyder     50 
1 60   Shipping 
2 1121 Stevens    60 

これら 2 つの形式は、レコード ID フィールドで区別されます。部門レコードの 初の列は
1、従業員レコードの 初の列は 2になります。このデータをロードするため、次の制御
ファイルではフィールドの正確な位置を指定しています。

INTO TABLE dept 
   WHEN recid = 1 
   (recid  FILLER POSITION(1:1)  INTEGER EXTERNAL,
    deptno POSITION(3:4)  INTEGER EXTERNAL, 
    dname  POSITION(8:21) CHAR) 
INTO TABLE emp 
   WHEN recid <> 1 
   (recid  FILLER POSITION(1:1)   INTEGER EXTERNAL,
    empno  POSITION(3:6)   INTEGER EXTERNAL, 
    ename  POSITION(8:17)  CHAR, 
    deptno POSITION(19:20) INTEGER EXTERNAL) 

POSITION パラメータに基づく相対的な位置指定パラメータに基づく相対的な位置指定パラメータに基づく相対的な位置指定パラメータに基づく相対的な位置指定
前述の例のレコードは、デリミタ付きのデータとしてもロードできます。ただし、その場合
は POSITIONパラメータを使用する必要があります。次の制御ファイルを使用します。

INTO TABLE dept 
   WHEN recid = 1 
   (recid  FILLER INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY WHITESPACE, 
    deptno INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY WHITESPACE, 
    dname  CHAR TERMINATED BY WHITESPACE) 
INTO TABLE emp 
   WHEN recid <> 1 
   (recid  FILLER POSITION(1) INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY ' ', 
    empno  INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY ' ' 
    ename  CHAR TERMINATED BY WHITESPACE, 
    deptno INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY ' ') 

2 番目の INTO TABLE句の POSITIONパラメータは、このデータを正しくロードするため
に必要です。このように指定すると、2 つ目の書式に一致するデータを確認するときの
フィールド・スキャンは、列 1 から開始されます。この POSITION 指定がない場合、
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SQL*Loader では、recidフィールドが dnameフィールドの後にあるものとしてスキャン
されます。

異なる入力行オブジェクトのサブタイプの区別異なる入力行オブジェクトのサブタイプの区別異なる入力行オブジェクトのサブタイプの区別異なる入力行オブジェクトのサブタイプの区別
通常、データ・ファイルには、同じ行オブジェクト型から継承された行オブジェクトで構成
される単一のレコードが含まれています。たとえば、次のような単純なオブジェクト型およ
びオブジェクト表の定義について考えてみます。ここでは、NOT FINALのベース・オブ
ジェクト型が、ベース型を継承する 2 つのオブジェクト・サブタイプとともに定義されてい
ます。

CREATE TYPE person_t AS OBJECT 
 (name    VARCHAR2(30), 
  age     NUMBER(3)) not final; 

CREATE TYPE employee_t UNDER person_t 
 (empid   NUMBER(5), 
  deptno  NUMBER(4), 
  dept    VARCHAR2(30)) not final; 

CREATE TYPE student_t UNDER person_t 
 (stdid   NUMBER(5), 
  major   VARCHAR2(20)) not final; 

CREATE TABLE persons OF person_t;

次の入力データ・ファイルには、これらの行オブジェクト・サブタイプが混在しています。
これらのサブタイプは、型 ID フィールドで区別されます。person_tオブジェクトでは、
初の列に Pがあり、employee_tオブジェクトでは E、student_tオブジェクトでは S

があります。

P,James,31, 
P,Thomas,22, 
E,Pat,38,93645,1122,Engineering, 
P,Bill,19, 
P,Scott,55, 
S,Judy,45,27316,English, 
S,Karen,34,80356,History, 
E,Karen,61,90056,1323,Manufacturing, 
S,Pat,29,98625,Spanish, 
S,Cody,22,99743,Math, 
P,Ted,43, 
E,Judy,44,87616,1544,Accounting, 
E,Bob,50,63421,1314,Shipping, 
S,Bob,32,67420,Psychology, 
E,Cody,33,25143,1002,Human Resources,
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次の制御ファイルでは、POSITIONパラメータに基づく相対的な位置指定によって、この
データをロードします。固有のオブジェクト型名を持つ TREAT AS句の使用方法に注意して
ください。これによって、オブジェクト表のすべての入力行オブジェクトが名前付きオブ
ジェクト型の定義に準拠することが、SQL*Loader で認識されます。

INTO TABLE persons 
REPLACE 
WHEN typid = 'P' TREAT AS person_t 
FIELDS TERMINATED BY "," 
 (typid   FILLER  POSITION(1) CHAR, 
  name            CHAR, 
  age             CHAR) 

INTO TABLE persons 
REPLACE 
WHEN typid = 'E' TREAT AS employee_t 
FIELDS TERMINATED BY "," 
 (typid   FILLER  POSITION(1) CHAR, 
  name            CHAR, 
  age             CHAR, 
  empid           CHAR, 
  deptno          CHAR, 
  dept            CHAR) 

INTO TABLE persons 
REPLACE 
WHEN typid = 'S' TREAT AS student_t 
FIELDS TERMINATED BY "," 
 (typid   FILLER  POSITION(1) CHAR, 
  name            CHAR, 
  age             CHAR, 
  stdid           CHAR, 
  major           CHAR)

複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード
複数の INTO TABLE句で POSITION句を指定することによって、1 件のレコードのデータ
を正規化された複数の表にロードできます。詳細は、10-19 ページの「事例 5: 複数表への
データのロード」を参照してください。

参照参照参照参照 : オブジェクト型のロードの詳細は、7-2 ページの「列オブジェクト
のロード」参照してください。
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要約要約要約要約
複数の INTO TABLE句を指定すると、1 件の入力レコードから複数の論理レコードを抽出で
きます。また、同一ファイル中の異なる形式のレコードを区別できます。

デリミタ付きデータの場合、期待する結果を得るには、POSITIONパラメータを正しく指定
する必要があります。

複数の INTO TABLE句で POSITIONパラメータを指定しない場合、1 件の（デリミタ付き
データ）入力レコードの異なる部分が処理されます。これによって、1 件のレコードから複
数の表へのデータ・ロードが可能になります。複数の INTO TABLE句で POSITIONパラ
メータを指定すると、同一のレコードを異なる方法で処理できます。つまり、1 つの入力
ファイルで複数の形式を識別できます。

バインド配列および従来型パス・ロードバインド配列および従来型パス・ロードバインド配列および従来型パス・ロードバインド配列および従来型パス・ロード
SQL*Loader では、データのデータベースへの転送時に SQL 配列インタフェース・オプショ
ンが使用されます。まず、一度に複数の行が読み込まれてバインド配列に格納されます。
SQL*Loader から Oracle データベースに INSERTコマンドが送られると、配列全体が一度に
挿入されます。バインド配列内の行が挿入された後で、COMMITが発行されます。

バインド配列サイズを決定する必要があるのは、SQL*Loader の従来型パス・オプションを
使用する場合のみです。ダイレクト・パス・ロードでは、Oracle SQL インタフェースではな
くダイレクト・パス API が使用されるため、バインド配列サイズを決定する必要はありませ
ん。

バインド配列のサイズ要件バインド配列のサイズ要件バインド配列のサイズ要件バインド配列のサイズ要件
バインド配列には、1 行以上が入る領域を確保してください。行の 大長が、BINDSIZEパ
ラメータで指定されたバインド配列のサイズを超えると、SQL*Loader からエラーが出力さ
れます。通常、バインド配列内に入る範囲の行が格納されます。この場合の読込み行数の上
限は、ROWSパラメータで指定された行数となります。

BINDSIZEパラメータおよび ROWSパラメータについては、4-4 ページの「コマンドライン・
パラメータ」を参照してください。

バインド配列全体が連続するメモリーを占有する必要はありませんが、バインド配列内の各
フィールドを格納するバッファには連続するメモリーが必要です。オペレーティング・シス
テムで、フィールド格納用として連続するメモリーを確保できないと、SQL*Loader からエ
ラーが出力されます。

参照参照参照参照 : ダイレクト・パス・ロードの概要については、『Oracle Call 
Interface プログラマーズ・ガイド』を参照してください。
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バインド配列のパフォーマンスに関する考慮点バインド配列のパフォーマンスに関する考慮点バインド配列のパフォーマンスに関する考慮点バインド配列のパフォーマンスに関する考慮点
バインド配列を大きくすると、Oracle データベース・サーバーへのコール数を 小に、また
パフォーマンスを 大にできます。一般に、バインド配列サイズを大きくする場合、100 行
まではサイズの増加に比例してパフォーマンスが大幅に向上します。ただし、100 行を超え
るバインド配列サイズを設定しても、パフォーマンスはそれほど向上しません。したがっ
て、一般に配列サイズ（バイト単位）は 100 行が目安となります。

一般に、サイズが適切であれば、SQL*Loader で効果的に処理できます。通常は、この項で
説明するような細かい計算をする必要はありません。この項は、パフォーマンスを 大にす
る場合、またはメモリー使用量を確認する場合に参照してください。

行数およびバインド配列サイズの指定行数およびバインド配列サイズの指定行数およびバインド配列サイズの指定行数およびバインド配列サイズの指定
バインド配列サイズを指定する場合に、コマンドライン・パラメータ BINDSIZE（4-4 ペー
ジの「BINDSIZE（ 大サイズ）」を参照）または制御ファイル中の OPTIONS句（5-4 ペー
ジの「OPTIONS 句」を参照）を使用すると、バインド配列の上限値が設定されます。バイ
ンド配列は、この上限値を超えることはありません。

初期化の段階で、SQL*Loader では単一行のロードに必要なサイズがバイト単位で決定され
ます。このサイズが指定された 大値を超える場合は、エラーが返され、ロードが終了しま
す。

次に SQL*Loader では、このサイズとロードする行数が掛け合されます。このとき、ロード
する行数は、コマンドライン・パラメータ ROWS（4-12 ページの「ROWS（1 回にコミット
する行数）」を参照）で指定されていても、制御ファイル中の OPTIONS句（5-4 ページの

「OPTIONS 句」を参照）で指定されていてもかまいません。

このサイズがバインド配列の 大値を超えないかぎり、ロードは継続されます。
SQL*Loader では、バインド配列の 大サイズの限界まで行数は拡張されません。行数とバ
インド配列の 大サイズの両方が指定された場合、SQL*Loader では、これらの値の小さい
方がバインド配列に適用されます。

バインド配列の 大サイズが小さく、指定の行数を格納できない場合は、その 大サイズに
収まる分の行数が採用されます。
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バインド配列サイズを確認するための計算バインド配列サイズを確認するための計算バインド配列サイズを確認するための計算バインド配列サイズを確認するための計算
バインド配列サイズは、配列内の行数に各行の 大長を掛け合せた値となります。行の 大
長は、次のように、フィールドの 大長の合計にオーバーヘッドを加えた値となります。

bind array size =
    (number of rows) * (  SUM(fixed field lengths)
                        + SUM(maximum varying field lengths)
                        + ( (number of varying length fields)
                             * (size of length indicator) )
                       )

ほとんどのフィールドのサイズは、固定長です。このような固定長フィールドの場合、ロー
ドされる各行のサイズは同じです。固定長フィールドについては、6-7 ページの

「SQL*Loader のデータ型」で説明するとおり、フィールド・サイズがフィールドの 大長
（バイト）となります。そのため、オーバーヘッドは発生しません。

行によってサイズが変化するフィールドには、次のようなものがあります。

� CHAR

� DATE

� INTERVAL DAY TO SECOND

� INTERVAL DAY TO YEAR

� LONG VARRAW

� 数値型 EXTERNAL

� TIME

� TIMESTAMP

� TIME WITH TIME ZONE

� TIME WITH TIME ZONE

� VARCHAR

� VARCHARC

� VARGRAPHIC

� VARRAW

� VARRAWC

これらのデータ型の 大長の詳細は、6-7 ページの「SQL*Loader のデータ型」を参照してく
ださい。ここでの 大長とは、入力データ・レコードの中でフィールドが占有できる長さ
を、バイト数で表したものです。この 大長は、バインド配列の中で各フィールドが占有す
る格納領域のサイズも表しています。バインド配列には、サイズが変化するこれらのフィー
ルドについてのオーバーヘッドも含まれます。
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文字データ型（CHAR、DATEおよび数値型 EXTERNAL）がデリミタ付きで指定された場合
は、これらのフィールドに対して指定されたフィールド長が 大長となります。逆に、デリ
ミタなしでこれらのデータ型が指定された場合は、レコードのサイズは固定ですが、挿入時
にフィールド中の空白文字が切り捨てられるため、フィールド長は変化します。したがっ
て、これらのデータ型は、たとえ固定長フィールドであっても内部的には可変長フィールド
として扱われます。

長さインジケータは、バインド配列内のそれぞれのフィールドに格納されています。バイン
ド配列におけるフィールドの領域として、そのフィールドの可能 大長のデータを格納でき
るだけのサイズが確保されています。一方、実際のフィールド長は、行ごとに長さインジ
ケータで示されます。

長さインジケータのサイズの決定長さインジケータのサイズの決定長さインジケータのサイズの決定長さインジケータのサイズの決定
ほとんどのシステムでは、長さインジケータのサイズは 2 バイトです。まれに 3 バイトのシ
ステムもあります。長さインジケータのサイズを調べるには、次の制御ファイルを作成して
実行します。

OPTIONS (ROWS=1) 
LOAD DATA 
INFILE * 
APPEND 
INTO TABLE DEPT 
(deptno POSITION(1:1) CHAR(1)) 
BEGINDATA 
a 

この制御ファイルは、1 行のバインド配列を使用して、1 バイトの CHARをロードします。
この例では、実際にデータはロードされません。これは、aを数値型の列（deptno）に
ロードすると、変換エラーが発生するためです。このときのログ・ファイルに示されたバイ
ンド配列サイズから、（文字フィールドの長さである）1 を引いた値が、フィールド長のイン
ジケータのサイズとなります。

 

注意注意注意注意 : 従来型パス・ロードでは、バインド配列のサイズの割当て時に
LOBFILE は含まれません。

注意注意注意注意 : これと同様の方法で、計算しないでバインド配列サイズを求める
こともできます。制御ファイルにデータを記述せず、ROWS=1と指定して
実行すると、1 行のデータに必要なメモリーのサイズがわかります。この
サイズとバインド配列に格納する行数を掛け合せれば、バインド配列サイ
ズを判断できます。
5-46 Oracle9i データベース・ユーティリティ



バインド配列および従来型パス・ロード
フィールド・バッファ・サイズの計算フィールド・バッファ・サイズの計算フィールド・バッファ・サイズの計算フィールド・バッファ・サイズの計算
表 5-3 ～表 5-6 の表に、各データ型のメモリー要件を示します。「L」は制御ファイルで指定
したデータ長で、「P」は精度です。「S」はフィールド長インジケータのサイズです。これら
の値の詳細は、6-7 ページの「SQL*Loader のデータ型」を参照してください。

.

表表表表 5-3 固定長フィールド固定長フィールド固定長フィールド固定長フィールド

データ型データ型データ型データ型 バイト単位のサイズ（オペレーティング・システムによって異なる）バイト単位のサイズ（オペレーティング・システムによって異なる）バイト単位のサイズ（オペレーティング・システムによって異なる）バイト単位のサイズ（オペレーティング・システムによって異なる）

INTEGER C 言語の INTデータ型に相当するサイズ

INTEGER(N) Nバイト

SMALLINT C 言語の SHORT INTデータ型に相当するサイズ

FLOAT C 言語の FLOATデータ型に相当するサイズ

DOUBLE C 言語の DOUBLEデータ型に相当するサイズ

BYTEINT C 言語の UNSIGNED CHARデータ型に相当するサイズ

VARRAW UNSIGNED SHORTに 4096 バイトまたは max_lengthに指定した値

をプラスしたサイズ

LONG VARRAW UNSIGNED INTに 4096 バイトまたは max_lengthに指定した値を

プラスしたサイズ

VARCHARC 2 つの数値で構成されます。 初に長さを指定し、次に（オプション

で）max_length（デフォルトは 4096 バイト）を指定します。

VARRAWC このデータ型は、RAWデータ用です。2 つの数値で構成されます。

初に長さを指定し、次に（オプションで）max_length（デフォルト

は 4096 バイト）を指定します。

表表表表 5-4 非グラフィック・フィールド非グラフィック・フィールド非グラフィック・フィールド非グラフィック・フィールド

データ型データ型データ型データ型 デフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズ 指定するサイズ指定するサイズ指定するサイズ指定するサイズ

（PACKED）DECIMAL型 なし (N+1)/2 切上げ

ZONED なし P

RAW なし L

CHAR型（デリミタなし） 1 L+S

日時データ型および期間データ型
（デリミタなし）

なし L+S

数値型 EXTERNAL型（デリミタなし） なし L+S
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バインド配列用のメモリー所要量の最小化バインド配列用のメモリー所要量の最小化バインド配列用のメモリー所要量の最小化バインド配列用のメモリー所要量の最小化
VARCHAR型、VARGRAPHIC型フィールド、およびデリミタ付きの CHAR型、DATE型、数値
型 EXTERNAL型フィールドの場合、そのデータ型に割り当てられているデフォルト・サイズ
に特に注意してください。このデフォルト・サイズによっては、メモリーを大量に使用する
ことがあります。特に、デフォルト・サイズにバインド配列の行数を掛け合せると、使用す
るメモリーは非常に大きくなります。これらのフィールドに対しては、 大長としてできる
だけ小さな値を指定してください。次の例について考えてみます。

CHAR(10) TERMINATED BY "," 

バイト長セマンティクスを使用する場合、次の例では、バインド配列で（10+2）× 64=768
バイトのメモリーを使用します（ここでは、長さインジケータを 2 バイトで一度に 64 行
ロードするとして計算しています）。

同じ例で文字長セマンティクスを使用する場合、バインド配列では（（10+s）+2）× 64 バイ
トのメモリーを使用します（ここでは、「s」がデータ・ファイル・キャラクタ・セット中の
文字のバイト単位での 大値です）。

ここで、次の例について考えてみます。

CHAR TERMINATED BY "," 

表表表表 5-5 グラフィック・フィールドグラフィック・フィールドグラフィック・フィールドグラフィック・フィールド

データ型データ型データ型データ型 デフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズ
POSITION でのでのでのでの
長さの指定長さの指定長さの指定長さの指定

DATATYPE でのでのでのでの
長さの指定長さの指定長さの指定長さの指定

GRAPHIC なし L 2 × L

GRAPHIC
EXTERNAL

なし L - 2 2 ×（L-2）

VARGRAPHIC 4KB × 2 L+S （2 × L）+S

表表表表 5-6 可変長フィールド可変長フィールド可変長フィールド可変長フィールド

データ型データ型データ型データ型 デフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズデフォルト・サイズ
最大長の最大長の最大長の最大長の
指定（指定（指定（指定（L））））

VARCHAR 4KB L+S

CHAR型（デリミタ付き） 255 L+S

日時データ型および期間データ型
（デリミタ付き）

255 L+S

数値型 EXTERNAL型（デリミタ付き） 255 L+S
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バイト長セマンティクスまたは文字長セマンティクスを使用しているかどうかにかかわら
ず、この例では、（255+2）× 64=16,448 バイトが必要になります。これは、デリミタ付き
フィールドのデフォルト 大長が 255 バイトであるためです。この指定によって、バインド
配列に入る行数が大きく違ってきます。

複数の複数の複数の複数の INTO TABLE 句に対するバインド配列サイズの計算句に対するバインド配列サイズの計算句に対するバインド配列サイズの計算句に対するバインド配列サイズの計算
制御ファイルに複数の INTO TABLE句が指定されている場合のバインド配列サイズの計算
は、複数の INTO TABLE句が指定されていない場合と同様に行います。言い換えると、制御
ファイルに指定されているフィールド全体を 1 つの長いデータ構造体、つまりバインド配列
の中の 1 行のデータ構造体であると考えます。

データ・レコード中の同じフィールドを複数の INTO TABLE句が参照する場合は、その
フィールドが参照されると、常に、バインド配列に追加の領域が必要となります。このよう
なフィールドについては、特にバッファの割当てを 小限に抑える必要があります。

注意注意注意注意 : CONSTANT、EXPRESSION、RECNUM、SYSDATEおよび
SEQUENCEの各関数を指定すると、SQL*Loader によってデータが生成さ
れます。このようにして生成されたデータは、バインド配列の領域を必要
としません。
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フィールド・リスト・リファレンスフィールド・リスト・リファレンスフィールド・リスト・リファレンスフィールド・リスト・リファレンス

この章では、SQL*Loader 制御ファイルのフィールド・リストについて説明します。この章
の内容は、次のとおりです。

� フィールド・リストの内容

� データ・フィールドの位置指定

� 列およびフィールドの指定

� SQL*Loader のデータ型

� フィールド条件の指定

� WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用

� 異なるプラットフォーム間でのデータのロード

� バイト順序

� すべてが空白のフィールドのロード

� 空白の切捨て

� 空白の保存

� フィールドへの SQL 演算子の適用

� SQL*Loader を使用した入力データの生成
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フィールド・リストの内容フィールド・リストの内容フィールド・リストの内容フィールド・リストの内容
SQL*Loader 制御ファイルのフィールド・リストには、位置、データ型、条件、デリミタな
ど、ロードするフィールドの情報が提供されます。

例 6-1 に、第 5 章で説明したサンプル制御ファイルのフィールド・リスト・セクションを示
します。

例例例例 6-1 サンプル制御ファイルのフィールド・リスト・セクションサンプル制御ファイルのフィールド・リスト・セクションサンプル制御ファイルのフィールド・リスト・セクションサンプル制御ファイルのフィールド・リスト・セクション

.

.

.
1  (hiredate  SYSDATE,
2     deptno  POSITION(1:2)  INTEGER EXTERNAL(2)
              NULLIF deptno=BLANKS,
3       job   POSITION(7:14)  CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
              NULLIF job=BLANKS  "UPPER(:job)",
       mgr    POSITION(28:31) INTEGER EXTERNAL 
              TERMINATED BY WHITESPACE, NULLIF mgr=BLANKS,
       ename  POSITION(34:41) CHAR 
              TERMINATED BY WHITESPACE  "UPPER(:ename)",
       empno  POSITION(45) INTEGER EXTERNAL 
              TERMINATED BY WHITESPACE,
       sal    POSITION(51) CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
              "TO_NUMBER(:sal,'$99,999.99')",
4      comm   INTEGER EXTERNAL  ENCLOSED BY '(' AND '%'
              ":comm * 100"
    )

このサンプル制御ファイルの左側の数字は、実際の制御ファイルでは表示されません。これ
らの数字は、次の説明の番号に対応しています。

1. SYSDATEに、列を現在のシステム日付に設定します。詳細は、6-54 ページの「列への
現在の日付の設定」を参照してください。

2. POSITIONに、データ・フィールドの位置を指定します。詳細は、6-3 ページの「デー
タ・フィールドの位置指定」を参照してください。

INTEGER EXTERNALは、フィールド用のデータ型です。6-7 ページの「データ・フィー
ルドのデータ型の指定」および 6-19 ページの「数値型 EXTERNAL」を参照してくださ
い。

NULLIF句は、フィールド条件の指定に使用する句の 1 つです。詳細は、6-32 ページの
「WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用」を参照してください。

このサンプルでは、BLANKSを使用して、フィールドを空白と比較しています。詳細
は、6-31 ページの「フィールドと BLANKS の比較」を参照してください。
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3. TERMINATED BY WHITESPACE句は、フィールドを指定できるデリミタの 1 つです。詳
細は、6-24 ページの「TERMINATED フィールド」を参照してください。

4. ENCLOSED BY句は、もう 1 つの使用可能なフィールド・デリミタです。詳細は、6-47
ページの「囲まれたフィールド」を参照してください。

データ・フィールドの位置指定データ・フィールドの位置指定データ・フィールドの位置指定データ・フィールドの位置指定
データ・ファイルからデータをロードする場合は、フィールドの位置と長さを SQL*Loader
に対して明示する必要があります。論理レコード中のフィールド位置は、列指定

（columnspec）の中で POSITION句を使用して指定します。このときフィールド位置は、絶
対位置で指定することも、前のフィールドからの相対位置で指定することもできます。
POSITIONに対する引数は、カッコで囲む必要があります。文字長セマンティクスをデー
タ・ファイルに使用しても、start、endおよび integerは、常にバイト単位です。

位置指定（pos_spec）句の構文は次のとおりです。

 

表 6-1 では、位置指定句のパラメータについて説明します。

表表表表 6-1 位置指定句のパラメータ位置指定句のパラメータ位置指定句のパラメータ位置指定句のパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

start 論理レコード中のデータ・フィールドの開始位置です。論理レ
コードの先頭バイト位置は 1 となります。

end 論理レコード中のデータ・フィールドの終了位置です。
start-endと表記することも、start:endと表記することもで

きます。end を省略した場合、フィールド長は、データ・ファイ

ル中のデータ型から導出されます。CHAR型では、startまたは

endを省略し、長さ指定（CHAR(n)）をしない場合、データ長が 1
として扱われます。データ型から長さを導出できない場合は、エ
ラー・メッセージが出力されます。

* 対象となるデータ・フィールドが前のフィールドの直後にあるこ
とを示します。制御ファイル中の 初のデータ・フィールドに対
して *を指定した場合、そのフィールドは論理レコードの先頭で

あると判断されます。位置指定に *を使用した場合、フィールド

長はデータ型から導出されます。

(

start

*
+integer

:

–
end

)
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POSITIONを完全に省略することも可能です。省略した場合のデータ・フィールドの位置指
定は、POSITION(*)と指定した場合と同じです。

タブを含むデータでのタブを含むデータでのタブを含むデータでのタブを含むデータでの POSITION の使用の使用の使用の使用
フィールド位置の指定で、データ・ファイル中にタブが含まれている場合は注意が必要で
す。書式化されたレポートのデータのロード時に SQL*Loader の拡張 SQL 文字列機能を使
用する場合、次のようなエラーが発生することがあります。

� レポートの印刷出力を見て、すべての文字位置を正確に調べ、制御ファイルを作成しま
す。

� このロードは正常に実行されず、「無効数字」および「欠落フィールド」エラーが返さ
れます。

このようなエラーは、データにタブが含まれているときに発生します。紙に出力した場合、
各タブの幅は数列分に拡がります。ただし、データ・ファイルでは、それぞれのタブは 1 文
字のままです。そのため、SQL*Loader は、データ・ファイルの読込み時に、誤った
POSITION指定を参照することになります。

この問題を解決するには、データ・ファイル中のタブを探して該当箇所の POSITION指定を
調整するか、フィールドをデリミタで区切ります。

複数表のロードでの複数表のロードでの複数表のロードでの複数表のロードでの POSITION の使用の使用の使用の使用
複数表のロードでは、複数の INTO TABLE句を指定します。このとき 初の表の 初の列に
対して POSITION(*)を使用すると、論理レコードの先頭から相対的に位置が計算されま
す。2 番目以降の表の 初の列に対して POSITION(*)が使用された場合は、その時点で
後にロードされた表の 終列から相対的に位置が計算されます。

したがって、2 番目以降の INTO TABLE句の処理開始時に、位置が自動的に論理レコードの
先頭に設定されるわけではありません。このため、複数の INTO TABLE句を指定して、同一
物理レコード中の異なる箇所を処理できます。例については、5-39 ページの「複数の論理レ
コードの抽出」を参照してください。

論理レコード中のデータには、2 つの表の両方ではなく、片方の表のみにロードするデータ
もあります。その場合は、POSITIONをリセットする必要があります。このとき、位置指定

+INTEGER +integerを指定してオフセットを使用すると、前フィールドの

終了位置直後の位置から現行のフィールドをオフセットできます。
この場合、現行のフィールドの値は、+integerで指定されたバ

イト数分スキップした後で読み込まれます。

参照参照参照参照 : 6-24 ページの「デリミタの指定」を参照してください。

表表表表 6-1 位置指定句のパラメータ（続き）位置指定句のパラメータ（続き）位置指定句のパラメータ（続き）位置指定句のパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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を省略するか、または INTO TABLE句で先頭フィールドに対する POSITION(*+n)を指定
するかわりに、POSITION(1)または POSITION(n)を指定します。

POSITION を使用した例を使用した例を使用した例を使用した例
siteid  POSITION (*) SMALLINT 
siteloc POSITION (*) INTEGER 

これらが 初の 2 つの列を指している場合、siteidは 1 列目から始まり、sitelocがその
次の列から始まります。

ename  POSITION (1:20)  CHAR 
empno  POSITION (22-26) INTEGER EXTERNAL 
allow  POSITION (*+2)   INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY "/" 

列 enameは位置 1 ～ 20 を占める文字データで、その次の列 empnoは位置 22 ～ 26 を占め
る数値型データです。列 allowは empnoの終了位置直後の位置（27）から +2 の位置、つ
まり位置 29 から始まり、スラッシュが検出されるまで継続するデータとなります。

列およびフィールドの指定列およびフィールドの指定列およびフィールドの指定列およびフィールドの指定
表の列はいくつでもロードできます。データベース中に定義されていて制御ファイル中で指
定されていない列には、NULL 値が割り当てられます。

列指定（columnspec）には、列名とその列に入る値の指定を記述します。これらの列指定は
カンマで区切って、全体を小カッコで囲みます。

(columnspec,columnspec, ...)

それぞれの列名は、INTO TABLE句で指定した表中の列名に対応させてください。列名に
SQL や SQL*Loader の予約語または特殊文字が含まれているか、大 / 小文字の区別がある場
合は、列名を引用符で囲みます。

列の値を SQL*Loader で生成する場合は、列指定の中で RECNUMパラメータ、SEQUENCEパ
ラメータ、または CONSTANTパラメータを指定します。詳細は、6-52 ページの

「SQL*Loader を使用した入力データの生成」を参照してください。

データ・ファイルから列の値を読み込む場合は、列値に対応するデータ・フィールドを指定
します。このとき、列指定（columnspec）には、データベース表中の列を示す列名（column 
name）およびデータ・レコード中のフィールドを示すフィールド指定（field specification）を
指定します。フィールド指定には、フィールドの位置、データ型、NULL 値の制限およびデ
フォルト値を指定します。

列オブジェクトのロード時に、必ずしもすべての属性を指定する必要はありません。指定し
なかった属性には、NULLが設定されます。
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FILLER フィールドの指定フィールドの指定フィールドの指定フィールドの指定
FILLERで指定された FILLER フィールドは、データ・ファイルをマップしたフィールドで、
データベースの列と対応しません。FILLER フィールドは、データ・ファイルがマップされ
ているデータ・フィールドから割り当てられた値です。

FILLER フィールドに関しては次のことに注意してください。

� FILLER フィールドの構文は、フィールド名の後ろに FILLERを付けること以外は、列
ベースのフィールドと同じです。

� FILLER フィールドには名前がありますが、表にはロードされません。

� FILLER フィールドは、引数として init_specs（たとえば、NULLIFおよび
DEFAULTIF）に使用できます。

� FILLER フィールドは、引数として指示句（たとえば、SID、OID、REFおよび BFILE）
に使用できます。

� FILLER フィールドは、NULLIF句、DEFAULTIF句および WHEN句のフィールド条件指
定で使用できます。ただし、SQL 文字列では使用できません。

� FILLER フィールドの指定に、NULLIF句または DEFAULTIF句を含めることはできませ
ん。

� FILLER フィールドは、TRAILING NULLCOLSが指定および適用される場合、NULLで
初期化されます。他のフィールドが、無効な FILLER フィールドを参照している場合
は、エラーになります。

� FILLER フィールドは、オブジェクトのフィールド・リスト内部または VARRAYの定義
の内部を含む、データ・ファイルのどこにでも指定できます。

� バイナリ配列の FILLER には領域が割り当てられていないため、SQL 文字列を FILLER
フィールドの一部としては指定できません。

FILLER フィールド指定の例を次に示します。

 field_1_count FILLER char,
 field_1 varray count(field_1_count)
 (
    filler_field1  char(2),
    field_1  column object
    (
      attr1 char(2),

注意注意注意注意 : この項で説明する内容は、BOUNDFILLERを使用したバウンド
FILLER の指定にも適用されます。唯一の例外として、バイナリ配列のバ
ウンド FILLER には領域が割り当てられているため、このバウンド
FILLER を使用して、SQL 文字列をフィールドの一部として指定できます。
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      filler_field2  char(2),
      attr2 char(2),
    )
    filler_field3  char(3),
 )
 filler_field4 char(6)

データ・フィールドのデータ型の指定データ・フィールドのデータ型の指定データ・フィールドのデータ型の指定データ・フィールドのデータ型の指定
フィールドのデータ型を指定することによって、SQL*Loader でフィールドのデータが処理
される方法が決まります。たとえば、INTEGERデータ型を指定するとバイナリ・データと
して処理され、INTEGER EXTERNALを指定すると数字を表す文字データとして処理されま
す。CHARを指定したフィールドには、すべての文字データを含むことができます。

各フィールドに対して指定できるデータ型は 1 つのみです。データ型を指定しない場合は、
CHARが想定されます。

SQL*Loader データ型から Oracle データ型への変換処理および SQL*Loader の各データ型の
詳細は、6-7 ページの「SQL*Loader のデータ型」を参照してください。

データ型を指定する前に、フィールドの位置を指定する必要があります。

SQL*Loader のデータ型のデータ型のデータ型のデータ型
SQL*Loader データ型は、移植可能なデータ型と移植不能なデータ型に分類されます。さら
に、これら 2 つのグループは、LENGTH-VALUEデータ型および VALUEデータ型に分類され
ます。

移植可能なデータ型および移植不能なデータ型は、データ型のプラットフォーム依存性に
よって分類されます。プラットフォーム依存性は、異なるプラットフォームのバイト順序ス
キーマ（ビッグ・エンディアンとリトル・エンディアン）の違い、プラットフォームのビッ
ト数（16 ビット、32 ビット、64 ビット）の違い、符号付き数表現のスキーマの違い（2 の
補数と 1 の補数）などの様々な理由から存在します。バイト順序スキーマ、プラットフォー
ムのワード長などの場合は、SQL*Loader で、プラットフォーム依存性を解決するメカニズ
ムが提供されます。これらのメカニズムの詳細は、該当するデータ型の説明を参照してくだ
さい。

移植可能なデータ型および移植不能なデータ型の両方とも VALUEまたは LENGTH-VALUEを
とることができます。VALUEデータ型のデータ・フィールド部分は単一であるとします。
LENGTH-VALUEデータ型では、データ・フィールドが 2 つのサブフィールド（lengthサブ
フィールドが valueサブフィールドの長さを指定）で構成される必要があります。
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移植不能なデータ型移植不能なデータ型移植不能なデータ型移植不能なデータ型
移植不能なデータ型は、VALUEデータ型および LENGTH-VALUEデータ型に分類されます。
移植不能な VALUEデータ型は次のとおりです。

� INTEGER(n)

� SMALLINT

� FLOAT

� DOUBLE

� BYTEINT

� ZONED

� （PACKED）DECIMAL

移植不能な LENGTH-VALUEデータ型は次のとおりです。

� VARGRAPHIC

� VARCHAR

� VARRAW

� LONG VARRAW

移植不能なデータ型の構文の詳細は、A-9 ページの「datatype_spec」構文図を参照してくだ
さい。

INTEGER(n)
データは、フルワード 2 進整数（nは、1、2、4 または 8 のオプションで提供された長さ）
です。長さが指定されていない場合、その長さはバイト単位で、特定のプラットフォームで
の C 言語の LONG INTのサイズに基づいて決まります。

INTEGERは、バイト・サイズ、バイト順序および符号付きの値の表現がシステム間で異な
るため、移植不能です。ただし、符号付きの値の表現がシステム間で同じ場合は、
SQL*Loader を使用して、正しい結果で INTEGERデータにアクセスできます。長さ指定

（n）で INTEGERを指定し、必要に応じて適切な方法でデータのバイト順序を指定すると、
SQL*Loader を使用してシステム間で正しい結果でデータにアクセスできます。長さ指定な
しに INTEGERを指定すると、C 言語の LONG INTの長さが両方のシステムで同じバイト数
である場合のみ、SQL*Loader を使用して正しい結果でデータにアクセスできます。その場
合も、必要に応じて、適切な方法でデータのバイト順序を指定する必要があります。

2 進整数の長さを明示的に指定すると、ワード長が SQL*Loader で使用されているものとは
異なるプラットフォーム上で入力データを作成する場合に有効です。たとえば、2 進整数を
含む入力データは、64 ビットのプラットフォームで作成され、32 ビットのプラットフォー
ム上の SQL*Loader を使用しているデータベースにロードされます。この場合、
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INTEGER(8)を指定して、SQL*Loader によってその整数を 4 バイトの量ではなく、8 バイ
トの量として処理します。

デフォルトでは、INTEGERは SIGNED量として処理されます。SQL*Loader で、符号なしの
量として処理する場合は、UNSIGNEDを指定します。デフォルトの動作に戻すには、
SIGNEDを指定します。

SMALLINT
データはハーフワードの 2 進整数で表現されます。このフィールド長には、使用しているシ
ステムのハーフワード整数の長さが取られます。デフォルトでは、SIGNED量として処理さ
れます。SQL*Loader で、符号なしの量として処理する場合は、UNSIGNEDを指定します。
デフォルトの動作に戻すには、SIGNEDを指定します。

SMALLINTは、SHORT INTの長さが同じバイト数のシステム間のみで、正しい結果でロー
ドできます。バイト順序がシステム間で異なる場合は、適切な方法でデータのバイト順序を
指定します。詳細は、6-36 ページの「バイト順序」を参照してください。

FLOAT
データは単精度浮動小数点 2 進数で表現されます。POSITION句で endを指定すると end
は無視されます。このフィールド長には、システムの単精度浮動小数点 2 進数の長さ（C 言
語のデータ型 FLOATに相当する長さ）が取られます。このデータ型のサイズは、制御ファ
イルを使用しては変更できません。

FLOATは、FLOATの表現に互換性があり、その長さが同じシステム間のみで、正しい結果
の出るロードができます。バイト順序が 2 つのシステム間で異なる場合は、適切な方法で
データのバイト順序を指定します。詳細は、6-36 ページの「バイト順序」を参照してくださ
い。

参照参照参照参照 : 6-35 ページの「異なるプラットフォーム間でのデータのロード」
を参照してください。

注意注意注意注意 : このデータ型のフィールド長は、C 言語の SHORT INTデータ型
と同じです。フィールド長を決定する 1 つの方法は、データを入れずに小
さい制御ファイルを作成し、その結果のログ・ファイルを調べることで
す。このデータ型のサイズは、制御ファイルを使用して変更はできませ
ん。詳細は、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle ドキュ
メントを参照してください。
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DOUBLE
データは倍精度浮動小数点 2 進数で表現されます。POSITION句で endを指定すると end
は無視されます。このフィールド長には、使用しているシステムの倍精度浮動小数点 2 進数
の長さ（C 言語のデータ型 DOUBLEまたは LONG FLOATに相当する長さ）が取られます。
このデータ型のサイズは、制御ファイルを使用しては変更できません。

DOUBLEは、DOUBLEの表現に互換性があり、その長さが同じシステム間のみで、正しい結
果でロードできます。バイト順序が 2 つのシステム間で異なる場合は、適切な方法でデータ
のバイト順序を指定します。詳細は、6-36 ページの「バイト順序」を参照してください。

BYTEINT
2 進数で表されている 1 バイト分のデータを 10 進数に直した値がロードされます。たとえ
ば、入力文字 x"1C" は 28 としてロードされます。BYTEINTフィールドの長さは、常に 1 バ
イトになります。POSITION(start:end)を指定すると、endは無視されます。（データ型
は、C 言語の UNSIGNED CHARです。）

このデータ型の構文の例は次のとおりです。

(column1 position(1) BYTEINT, 
column2 BYTEINT, 
... 
) 

ZONED
ZONED型のデータは、ZONED型の 10 進数形式で表現されます。つまり、10 進数の各 1 桁が
1 バイト（COBOL の SIGN TRAILINGフィールドに相当）で表され、 終バイトに符号が
入ります。このフィールド長には、精度（桁数）として指定された長さが取られます。

ZONEDデータ型の構文は次のとおりです。

ここでの precisionは数字の桁数です。scale（指定されている場合）は（暗黙の）小数
点の右側の桁数です。次の例では、位置 32 から始まる 8 桁の整数を表します。

sal POSITION(32) ZONED(8),
 
Oracle データベース・サーバーでは、ZONED型のデータが ASCII ベースのプラットフォー
ムで生成される場合、VAX/VMS ZONED型 10 進数形式を使用します。EBCDIC ベースのプ
ラットフォームで生成される ZONED型 10 進データのロードも可能です。この場合、Oracle
では「ESA/390 操作の原理」で指定されている IBM 形式を使用します。使用される形式は、
入力データ・ファイルのキャラクタ・セット・エンコーディングによって異なります。詳細
は、5-19 ページの「CHARACTERSET パラメータ」を参照してください。

ZONED ( precision
, scale

)
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DECIMAL
DECIMAL型のデータは、PACKED型の 10 進数形式で記述されます。つまり、10 進数の各 2
桁が 1 バイトで表され、 終バイトに 1 桁と符号が入ります。DECIMALフィールドでは暗
黙の小数点位置を指定できるため、分数の値を表すこともできます。

DECIMALデータ型の構文は次のとおりです。

precisionパラメータは、数値の桁数です。DECIMALフィールドのバイト長は、桁数から
計算します。（N+1/2）を求め、その小数点以下を切り上げた値がバイト長となります。

scaleパラメータは、小数点の右側にくる桁数のことで、スケール変更係数と呼びます。デ
フォルト値は 0（ゼロ）です（整数となります）。全体の桁数より大きい数は指定できます
が、負数は指定できません。

次に例を示します。

sal DECIMAL (7,2) 

この例では、+12345.67 の形式の数値がロードされます。このフィールドは、データ・レ
コード中で 4 バイトを占有します。（DECIMALフィールドのバイト長は、（N+1）/2 の小数
点以下を切り上げた値になります。ここで、Nは数値の桁数です。また、1 は符号用として
追加されています。）

VARGRAPHIC
このデータは、可変長のダブルバイト文字列です。lengthサブフィールドおよびダブルバ
イト文字（DBCS）の文字列で構成されます。DBCS は、Oracle データベース・サーバーで
はサポートされていないため、SQL*Loader を使用してシングルバイトとして読み込み、
RAWデータとしてロードします。RAWデータ型と同様、VARGRAPHICフィールドは変更さ
れずに指定の列に格納されます。

 

VARGRAPHICは、SHORT INTの長さが同じバイト数のシステム間でのみ、正しい結果で
ロードできます。バイト順序がシステム間で異なる場合は、適切な方法で lengthサブ
フィールドのバイト順序を指定します。詳細は、6-36 ページの「バイト順序」を参照してく
ださい。

VARGRAPHICデータ型の構文は次のとおりです。

注意注意注意注意 : lengthサブフィールドのサイズには、システム上の SQL*Loader
の SMALLINTデータ型の長さ（C 言語の SHORT INT型に相当する長さ）
が取られます。詳細は、6-9 ページの「SMALLINT」を参照してください。

DECIMAL ( precision
, scale

)
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現行のフィールドの長さは、先頭の 2 バイトで示されます。VARGRAPHICデータ型に指定す
る 大長（maximum_length）には、lengthサブフィールドの長さは含まれません。この
大長には、グラフィック（ダブルバイト）文字の文字数を指定します。フィールドのバイ

ト単位の 大長を決定するには、この maximum_lengthの値を 2 倍します。

フィールド 大長のデフォルトは、グラフィック文字で 2KB、つまり 4KB
（2 × 2KB）です。必要なメモリーを 小限にするには、このような可変フィールドに対し
て、できるだけ 大長を指定します。

VARGRAPHIC文の前に位置指定が指定されている場合、（pos_specを使用して）グラ
フィック文字の 1 文字目ではなく、lengthサブフィールドの位置がわかります。
pos_spec（start:end）を指定すると、endの位置によってそのフィールドの 大長が決
まります。ここでの startや endは、そのファイルにおける 1 バイト単位の文字位置を示
します。したがって、(end + 1) から startの値を引くと、フィールドの実際のバイト長が
求められます。 大長を指定した場合は、その 大長の方が、位置指定から計算された 大
長より優先されます。

VARGRAPHICフィールドのフィールド長全体が、読み込まれる前に論理レコードの終わりで
切り捨てられた場合、警告が出力されます。VARGRAPHIC型のフィールド長は、そのフィー
ルドの各入力データ中に埋め込まれているため、そのフィールド長の方が正確であるとみな
されます。

VARGRAPHICデータに対してはデリミタを使用できません。

VARCHAR
VARCHARフィールドは、LENGTH-VALUEデータ型です。バイナリの lengthサブフィール
ドおよびその長さを持つ文字列で構成されます。データ・ファイルに文字長セマンティクス
が使用されないかぎり、長さはバイト単位です。文字長セマンティクスが使用される場合
は、文字単位になります。詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してくだ
さい。

VARCHARフィールドは、SHORTデータ・フィールド INTの長さが同じバイト数のシステム
間のみで、正しい結果でロードできます。バイト順序がシステム間で異なる場合、または
VARCHARフィールドに UTF-16 キャラクタ・セットのデータが含まれている場合は、適切な
方法で lengthサブフィールドおよびデータのバイト順序を指定します。データのバイト順
序は、UTF-16 キャラクタ・セットに対してのみ問題となります。詳細は、6-36 ページの

「バイト順序」を参照してください。

注意注意注意注意 : lengthサブフィールドのサイズには、システム上の SQL*Loader
の SMALLINTデータ型の長さ（C 言語の SHORT INT型に相当する長さ）
が取られます。詳細は、6-9 ページの「SMALLINT」を参照してください。

VARGRAPHIC
( max_length )
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VARCHARデータ型の構文は次のとおりです。

制御ファイルに指定する 大長（maximum_length）には、lengthサブフィールドのサイ
ズを含むことはできません。VARCHARデータ型にオプションで 大長を指定すると、その
サイズ分のバッファがこのフィールドに対してバイト単位で割り当てられます。ただし、文
字長セマンティクスがデータ・ファイルに使用される場合、バイト単位のバッファ・サイズ
は、キャラクタ・セット中の 大限の文字のバイト単位のサイズの max_length倍となり
ます。詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してください。

デフォルトの 大サイズは 4KB です。データのロードに必要な 小限の値を 大値として
指定することによって、SQL*Loader で使用されるメモリーを 小限に抑えることができま
す。特に、VARCHARフィールドを多数使用する場合有効です。

POSITION句を使用する場合、指定する位置は、テキスト文字の先頭ではなく、lengthサ
ブフィールドのバイト単位の位置になります。POSITION(start:end)と指定すると、
endの位置によってそのフィールドの 大長が決まります。したがって、(end + 1)から
startの値を引くと、フィールドの実際のバイト長が求められます。 大長を指定した場合
は、その 大長の方が POSITION句から計算された長さよりも優先されます。

VARCHARフィールドのフィールド長全体が読み込まれる前に、論理レコードの終わりで切
り捨てられた場合、警告が出力されます。VARGRAPHIC型のフィールド長は、そのフィール
ドの各入力データ中に埋め込まれているため、そのフィールド長の方が正確であるとみなさ
れます。

VARGRAPHICデータに対してはデリミタを使用できません。

VARRAW
VARRAWは、2 バイトのバイナリの lengthサブフィールドおよびその後に続く RAW文字列
の VALUE サブフィールドで構成されています。

デフォルトでは、VARRAWは、lengthサブフィールドが 2 バイトで、 大サイズが 4KB の
VARRAWになります。VARRAW(65000)は、lengthサブフィールドが 2 バイトで、 大サ
イズが 65000 バイトの VARRAWになります。

VARRAWフィールドは、適切な方法で lengthサブフィールドのバイト順序を指定すると、
異なるバイト順序のシステム間でロードできます。詳細は、6-36 ページの「バイト順序」を
参照してください。

VARCHAR
( max_length )
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LONG VARRAW
LONG VARRAWは、2 バイトの lengthサブフィールドではなく、4 バイトの lengthサブ
フィールドを持つ VARRAWです。

デフォルトでは、LONG VARRAWは、lengthサブフィールドが 4 バイトで、 大サイズが
4KB の VARRAWになります。LONG VARRAW(300000)は、lengthサブフィールドが 4 バ
イトで、 大サイズが 300000 バイトの VARRAWになります。

LONG VARRAWフィールドは、適切な方法で lengthサブフィールドのバイト順序を指定す
ると、異なるバイト順序のシステム間でロードできます。詳細は、6-36 ページの「バイト順
序」を参照してください。

移植可能なデータ型移植可能なデータ型移植可能なデータ型移植可能なデータ型
移植可能なデータ型は、VALUEデータ型および LENGTH-VALUEデータ型に分類されます。
移植可能な VALUEデータ型は次のとおりです。

� CHAR

� 日時データ型および期間データ型

� GRAPHIC

� GRAPHIC EXTERNAL

� 数値型 EXTERNAL（INTEGER、FLOAT、DECIMALおよび ZONED）

� RAW

移植可能な LENGTH-VALUEデータ型は次のとおりです。

� VARCHARC

� VARRAWC

移植可能なデータ型の構文は、A-9 ページの「datatype_spec」の構文図を参照してくださ
い。

文字データ型には、CHAR型、DATE型および数値型 EXTERNAL型があります。これらの
フィールドにはデリミタを使用できます。また、制御ファイルにフィールド長（または 大
長）を指定することができます。

CHAR
このデータ・フィールドには、文字データが入ります。データ長には 大長を指定します

（オプション）。データ長については、次のことにも注意してください。

� データ長が指定されていない場合、データ長は POSITION句の指定から導出されます。

� データ長が指定されている場合は、POSITION句で指定したデータ長より優先されま
す。
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� データ長も位置も指定されていない場合、フィールドが区切られていないかぎり、
CHARのデータ長は 1 文字とみなされます。

– デリミタ付き CHARフィールドに長さが指定されている場合は、その長さが 大長
として使用されます。

– デリミタ付き CHARフィールドに長さが指定されていない場合は、デフォルトの
255 バイトが 大長として使用されます。

– デリミタ付きで 255 バイトを超える CHARフィールドの場合、 大長を指定する必
要があります。そうしない場合、データ・ファイルのフィールドが 大長を超えて
いるというエラーを受信します。

CHARデータ型の構文は次のとおりです。

日時データ型および期間データ型日時データ型および期間データ型日時データ型および期間データ型日時データ型および期間データ型
日時データ型には次のものがあります。

� DATE

� TIME

� TIMESTAMP

� TIME WITH TIME ZONE 

� TIMESTAMP WITH TIME ZONE

日時データ型の値は、Datetimes と呼ばれる場合があります。

期間データ型には次のものがあります。

� INTERVAL YEAR TO MONTH 

� INTERVAL DAY TO SECOND

期間データ型の値は、Intervals と呼ばれる場合があります。

日時および期間の両方ともフィールドで構成されています。これらのフィールドの値によっ
てデータ型の値が決定されます。

参照参照参照参照 : 6-24 ページの「デリミタの指定」を参照してください。

参照参照参照参照 : 日時データ型および期間データ型の詳細は、『Oracle9i SQL リファ
レンス』を参照してください。

CHAR
(length) delim_spec
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DATE  DATEフィールドには文字データが入り、その文字データは、指定された日付マスクを
使用して Oracle の日付に変換されます。DATEフィールドの構文は次のとおりです。

次に例を示します。

LOAD DATA 
INTO TABLE dates (col_a POSITION (1:15) DATE "DD-Mon-YYYY") 
BEGINDATA 
1-Jan-1991 
1-Apr-1991 28-Feb-1991 

デリミタがない場合、空白は無視され、日付は左から右に構文解析されます（DATEフィー
ルドのデータがすべて空白の場合、NULLフィールドとしてロードされます）。

可変長の日付マスクを指定していない場合、データ長の指定はオプションになります。デー
タ・ファイルに文字長セマンティクスが使用されないかぎり、長さはバイト単位です。文字
長セマンティクスが使用される場合は、文字単位になります。詳細は、5-22 ページの「文字
長セマンティクス」を参照してください。

前述の例では、日付マスク "DD-Mon-YYYY"は、バイト長セマンティクスで 11 バイトあり
ます。そのため、SQL*Loader によってこのフィールドの 大文字数が 11 文字とみなされ、
前述の指定は正しく処理されます。ただし、次のように指定される場合は注意が必要です。

DATE "Month dd, YYYY" 

この場合、日付マスクは 14 バイトです。"September 30, 1991"などのように 14 バイト
を超える長さの値が指定されている場合は、長さを指定する必要があります。

同様に、ユリウス日（日付マスク「J」）の場合も長さを指定する必要があります。日付文字
列の長さがマスクの長さ（マスク内のバイト数）を超える可能性がある場合は、必ずフィー
ルド長を指定してください。

長さを明示的に指定していない場合は、POSITION句から長さが求められます。マスクを使
用するときは、データ長がマスクの長さ以下であることが確実でないかぎり、常に長さを指
定してください。

長さを明示的に指定した場合、この長さは、POSITION句で指定された長さよりも優先され
ます。これらはいずれも、マスクから求められる長さより優先されます。マスクについて
は、Oracle 日付マスクとして有効なものを指定します。マスクの指定を省略すると、デフォ
ルトの Oracle 日付マスク「dd-mon-yy」が使用されます。

データ長は小カッコで囲み、マスクは引用符で囲む必要があります。DATEデータ型の使用
例については、10-12 ページの「事例 3: 自由区分形式ファイルのロード」を参照してくださ
い。

DATE
(length)  "mask" delim_spec
6-16 Oracle9i データベース・ユーティリティ



SQL*Loader のデータ型
DATE型のフィールドでは、デリミタも使用できます。詳細は、6-24 ページの「デリミタの
指定」を参照してください。

TIME  TIMEデータ型には、時、分、秒の値が格納されます。次に例を示します。

09:26:50

TIMESTAMP  TIMESTAMPデータ型は、DATEデータ型の拡張です。DATEデータ型の年、月、
日に加えて、TIMEデータ型の時、分、秒の値を格納します。TIMESTAMPデータ型の例を次
に示します。

TIMESTAMP '1999-01-31 09:26:50'

日付値を指定する場合、時間構成要素を指定しないと、デフォルト時間の 12:00:00 AM（真
夜中）が採用されます。

TIME WITH TIME ZONE  TIME WITH TIME ZONEデータ型は、タイム・ゾーンの置換えを含む
TIMEデータ型の変形です。タイム・ゾーンの置換えは、ローカル時刻と UTC の差（時およ
び分）です。

LOCALオプションが指定されている場合、データベースに格納されているデータはデータ
ベース・タイム・ゾーンに指定されます。データが取得されると、ユーザーのローカル・
セッション・タイム・ゾーンに返されます。

TIMESTAMP WITH TIME ZONE  TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型は、タイム・ゾーンの
置換えを含む TIMESTAMPデータ型の変形です。タイム・ゾーンの置換えは、ローカル時刻
と UTC の差（時および分）です。

LOCALオプションが指定されている場合、データベースに格納されているデータはデータ
ベース・タイム・ゾーンに指定されます。データが取得されると、ユーザーのローカル・
セッション・タイム・ゾーンに返されます。

INTERVAL YEAR TO MONTH  INTERVAL YEAR TO MONTHデータ型は、YEARおよび MONTH日時
フィールドを使用して一定期間を格納します。

INTERVAL DAY TO SECOND  INTERVAL DAY TO SECONDデータ型は、DAYおよび SECOND日時
フィールドを使用して一定期間を格納します。
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GRAPHIC
このデータは、ダブルバイト文字（DBCS）の文字列データです。Oracle データベース・
サーバーでは DBCS はサポートされていないため、SQL*Loader は DBCS を 1 バイトずつ読
み込みます。RAWデータ型と同様、GRAPHICフィールドは変更されずに指定の列に格納さ
れます。

GRAPHICデータ型の構文は次のとおりです。

 

GRAPHIC型および GRAPHIC EXTERNAL型では、POSITION(start:end)を指定すると、
論理レコードにおけるフィールドの正確な位置が決まります。

ただし、GRAPHIC (EXTERNAL)データ型にデータ長を指定する場合は、ダブルバイト・グ
ラフィック文字の文字数を指定します。この値を 2 倍してフィールドのバイト長が求められ
ます。グラフィック文字の長さを指定した場合は、POSITION句から求められたデータ長は
無視されます。GRAPHICデータ型の指定では、データ・フィールドの区切りの指定はでき
ません。

GRAPHIC EXTERNAL
DBCS フィールドがシフトイン / シフトアウト文字で囲まれている場合は、GRAPHIC 
EXTERNAL型を使用します。このデータ型は、データの先頭と 後の文字（シフトイン / シ
フトアウト文字）がロードされないことを除き、GRAPHIC型とほぼ同じです。

GRAPHIC EXTERNALデータ型の構文は次のとおりです。

 

GRAPHICは、ダブルバイト文字のデータであることを示します。EXTERNALは、先頭と
後の文字が無視されることを示します。graphic_char_lengthの値は、DBCS のデータ
長を指定します（6-18 ページの GRAPHIC を参照）。

たとえば、[ ] をシフトイン / シフトアウト文字とし、# を任意のダブルバイト文字としま
す。

#### を表現する場合、POSITION(1:4) GRAPHICまたは POSITION(1) GRAPHIC(2)と
指定します。

[####] を表現する場合は、POSITION(1:6) GRAPHIC EXTERNALまたは POSITION(1) 
GRAPHIC EXTERNAL(2)と指定します。

GRAPHIC
(graphic_char_length)

GRAPHIC EXTERNAL
(graphic_char_length)
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数値型数値型数値型数値型 EXTERNAL
数値型 EXTERNALデータ型は、数値データ型（INTEGER、FLOAT、DECIMALおよび
ZONED）に EXTERNAL、オプションのデータ長およびデリミタ指定を指定したものです。
データ・ファイルに文字長セマンティクスが使用されないかぎり、長さはバイト単位です。
文字長セマンティクスが使用される場合は、文字単位になります。詳細は、5-22 ページの

「文字長セマンティクス」を参照してください。

このデータ型は、判読可能な文字形式の数値データです。長さ、位置およびデリミタについ
ては、CHARデータと同じ規則が数値型 EXTERNALにも適用されます。これらの規則の詳細
は、6-14 ページの「CHAR」を参照してください。

数値型 EXTERNALデータ型の構文の詳細は、A-9 ページの「datatype_spec」を参照してく
ださい。

FLOAT EXTERNALデータは科学表記法または通常表記法のどちらででも指定できます。
「5.33」と「533E-2」は両方とも同じ値の正しい表現です。

RAW
RAW 型のバイナリ・データが無条件で RAW型のデータベース列にロードされた場合、
Oracle データベース・サーバーによるデータ変換は行われません。CHAR列にロードした場
合は、Oracle によって、16 進数にデータ変換されます。DATE型や数値型の列にはロードで
きません。

RAWデータ型の構文は次のとおりです。

 

ここで、lengthには制御ファイルに指定されたバイト数を指定します。この長さは、デー
タベース中のターゲット列の長さとメモリー・リソースの許容範囲内であれば自由に指定で
きます。データ・ファイルに文字長セマンティクスが使用される場合でも、長さは常にバイ
ト単位です。RAWデータ・フィールドに対してはデリミタは使用できません。

注意注意注意注意 : このデータは、バイナリ表現ではなく、文字形式の数字になりま
す。したがって、これらのデータ型の処理方法は、DEFAULTIF を使用す
る場合を除き、CHARと同じです。デフォルトを NULL にする場合は
CHARを使用します。デフォルトを 0（ゼロ）にする場合は EXTERNALを
使用します。詳細は、6-32 ページの「WHEN、NULLIF および
DEFAULTIF 句の使用」を参照してください。

RAW
(length)
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VARCHARC
VARCHARCデータ型は、文字の lengthサブフィールドおよびその後に続く文字列 VALUE
サブフィールドで構成されます。

VARCHARCに対する宣言には、lengthサブフィールドの長さが含まれます。また、オプ
ションで文字列の 大サイズがその後に続く場合もあります。データ・ファイルにバイト長
セマンティクスが使用される場合、長さおよび 大サイズは両方ともバイト単位です。デー
タ・ファイルに文字長セマンティクスが使用される場合、長さおよび 大サイズは両方とも
文字単位です。 大サイズが指定されていない場合、バイト長セマンティクスまたは文字長
セマンティクスのいずれが使用されていても、デフォルトは 4KB です。

次に例を示します。

� 少なくとも長さサブフィールドに値を指定する必要があるため、VARCHARCはエラーに
なります。

� データ・ファイルにバイト長セマンティクスが使用されている場合、VARCHARC（7）
は、lengthサブフィールドが 7 バイトで、 大サイズが 4KB（デフォルト）の
VARCHARCになります。文字長セマンティクスが使用されている場合は、lengthサブ
フィールドが 7 文字で、 大サイズが 4KB（デフォルト）の VARCHARCになります。

大サイズが指定されていない場合、バイト長セマンティクスまたは文字長セマンティ
クスのいずれが使用されていても、常にデフォルトの 4KB が使用されることに注意し
てください。

� データ・ファイルにバイト長セマンティクスが使用されている場合、
VARCHARC(3,500)は、lengthサブフィールドが 3 バイトで、 大サイズが 500 バイ
トの VARCHARCになります。文字長セマンティクスが使用されている場合は、length
サブフィールドが 3 文字で、 大サイズが 500 文字の VARCHARCになります。

詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してください。

VARRAWC
VARRAWCデータ型は、RAW文字列の VALUEサブフィールドで構成されています。

次に例を示します。

� VARRAWCはエラーになります。

� VARRAWC（7）は、lengthサブフィールドが 7 バイトで、 大サイズが 4KB（デフォル
ト）の VARRAWCになります。

� VARCHARC（3,500）は、lengthサブフィールドが 3 バイトで、 大サイズが 500 バイ
トの VARRAWCになります。
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システム固有のデータ型フィールド長の競合システム固有のデータ型フィールド長の競合システム固有のデータ型フィールド長の競合システム固有のデータ型フィールド長の競合
フィールド長を指定する方法は数通りあります。それぞれの指定方法で異なる値を指定し
て、値が競合する場合は、そのうちの 1 つの値が優先されます。競合が発生した時点で警告
が出されます。どのフィールド長を採用するかは、次の規則に基づいて決定されます。

1. POSITION句で指定されたバイト数に関係なく、SMALLINT、FLOATおよび DOUBLEの
データ・サイズは固定長です。

2. DECIMAL、INTEGER、ZONED、GRAPHIC、GRAPHIC EXTERNALまたは RAWで指定さ
れたフィールド長（または精度）が、POSITION(start:end)から計算されたサイズ
と異なる場合は、指定されたフィールド長（または精度）を採用します。

3. 文字フィールドまたは VARGRAPHICフィールドにおいて指定された 大長が、
POSITION(start:end)から計算されたフィールド長と異なる場合は、指定された
大長を採用します。

たとえば、システム固有のデータ型 INTEGERが 4 バイトであるときに、次のようなフィー
ルドが指定されたとします。

column1 POSITION(1:6) INTEGER 

この場合、警告が出力され、正しいフィールド長である 4 バイトが採用されます。実際に使
用されたフィールド長は、ログ・ファイル内の列表の「Len」という見出しの箇所に記録さ
れます。

Column Name             Position   Len  Term Encl Datatype 
----------------------- --------- ----- ---- ---- --------- 
COLUMN1                       1:6     4             INTEGER 

LENGTH-VALUE データ型のフィールド長データ型のフィールド長データ型のフィールド長データ型のフィールド長
制御ファイルで、LENGTH-VALUEデータ型の 大長（VARCHAR、VARCHARC、
VARGRAPHIC、VARRAWおよび VARRAWC）を指定できます。指定される 大長は、フィール
ドにバイト長セマンティクスが使用される場合はバイト単位で、文字長セマンティクスが使
用される場合は文字単位です。 大長が指定されていない場合は、デフォルトで 4096 バイ
トとなります。フィールド長が 大長を超える場合、レコードは拒否され、次のエラーが表
示されます。

可変長フィールドが 大長を超えています。
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データ型の変換データ型の変換データ型の変換データ型の変換
制御ファイルに指定したデータ型で、データ・ファイル中のデータをどのように解釈するか
を、SQL*Loader に対して指定します。一方、サーバーでは、これとは別にデータベース中
の列に対してデータ型を定義します。これらの 2 つのデータ型を対応付ける手がかりとなる
のが、制御ファイル中に指定している列名です。

SQL*Loader では、入力ファイル中のフィールドからデータが抽出されます。抽出処理は、
制御ファイルに指定したデータ型に基づいて行われます。次に SQL*Loader では、その
フィールドがサーバーに送信されます。送信されたフィールドは、該当する列に（行挿入配
列の一部として）格納されます。

SQL*Loader またはサーバーでは、変換の必要なデータに対してデータ変換が行われ、適切
な内部形式でデータが格納されます。これには、データ・ファイルのキャラクタ・セットと
データベースのキャラクタ・セットが異なる場合に、データ・ファイルのデータをデータ
ベース用に変換する機能も含まれます。

入力ファイル中のデータ型は、Oracle 表における列のデータ型に一致している必要はありま
せん。データ型が一致していない場合、Oracle データベース・サーバーで自動的に変換が行
われます。ただし、変換が正常に実行されたか、エラーは発生していないかについては実行
後に確認する必要があります。たとえば、データ・ファイルでは CHAR型であるフィールド
を、NUMBER型のデータベース列にロードしたとします。この場合、その文字フィールドの
値が有効な数値となっているかどうかを必ず確認してください。

日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換
表 6-2 に、Oracle データベース・データ型と SQL*Loader 制御ファイルの日時データ型およ
び期間データ型の間でサポートされている変換およびサポートされていない変換を示しま
す。

この表で使用されている Oracle データベース・データ型の略称は次のとおりです。

N: NUMBER

C: CHARまたは VARCHAR2

D: DATE

T: TIMEおよび TIME WITH TIME ZONE

注意注意注意注意 : SQL*Loader には、NUMBERまたは VARCHAR2などの Oracle 内部
データ型に関するデータ型指定は定義されていません。SQL*Loader の
データ型として扱えるのは、テキスト・エディタで作成できるデータ（文
字データ型）、および標準プログラミング言語で作成できるデータ（シス
テム固有のデータ型）のみです。ただし、NUMBERおよび VARCHAR2のよ
うなデータ型は、SQL*Loader では認識されませんが、これらのデータ型
またはその他のデータ型のデータベース列に、Oracle データベース・サー
バーで変換可能なデータをロードすることはできます。
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TS:  TIMESTAMPおよび TIMESTAMP WITH TIME ZONE

YM: INTERVAL YEAR TO MONTH

DS: INTERVAL DAY TO SECOND

SQL*Loader データ型でも、D、T、TS、YM および DS に関しては、表の略称の定義は同じ
です。ただし、前述のとおり、SQL*Loader には、NUMBER、CHAR、VARCHAR2などの
Oracle 内部データ型に関するデータ型指定は定義されていません。ただし、Oracle データ
ベース・サーバーで変換可能なデータは、これらのデータ型やその他のデータ型のデータ
ベース列にロードできます。

この表の読み方の例を、SQL*Loader データ型 DATE（略称 D）の行で示します。行全体を
見ると、Oracle データベース・データ型の CHAR、VARCHAR2、DATE、TIMESTAMPおよび
TIMESTAMP WITH TIMEZONEデータ型に対してデータ型変換がサポートされていることを確
認できます。ただし、Oracle データベース・データ型の NUMBER、TIME、TIME WITH TIME 
ZONE、INTERVAL YEAR TO MONTHまたは INTERVAL DAY TO SECONDデータ型に対しては
変換がサポートされていません。

表表表表 6-2 日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換日時データ型および期間データ型のデータ型変換

SQL*Loader のデータ型のデータ型のデータ型のデータ型 Oracle データベース・データ型（変換のサポート）データベース・データ型（変換のサポート）データベース・データ型（変換のサポート）データベース・データ型（変換のサポート）

N N（可）、C（可）、D（不可）、T（不可）、TS（不可）、YM（不

可）、DS（不可）

C N（可）、C（可）、D（可）、T（可）、TS（可）、YM（可）、DS
（可）

D N（不可）、C（可）、D（可）、T（不可）、TS（可）、YM（不可）、

DS（不可）

T N（不可）、C（可）、D（不可）、T（可）、TS（可）、YM（不可）、

DS（不可）

TS N（不可）、C（可）、D（可）、T（可）、TS（可）、YM（不可）、

DS（不可）

YM N（不可）、C（可）、D（不可）、T（不可）、TS（不可）、YM
（可）、DS（不可）

DS N（不可）、C（可）、D（不可）、T（不可）、TS（不可）、YM（不

可）、DS（可）
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デリミタの指定デリミタの指定デリミタの指定デリミタの指定
CHAR、日時、期間または数値型 EXTERNAL型のフィールドの境界は、特定のデリミタ文字
を使用して、入力データ・レコード中に指定することもできます。RAWデータ型でもデリミ
タを使用できます。ただし、RAWデータ型が入力 LOBFILE にある場合、およびデリミタが
TERMINATED BY EOF（ファイルの終わり）の場合のみです。データ型指定の後にデリミタ
を指定して、フィールドをどのように区切るかを指定します。

次の構文に示すとおり、デリミタ付きデータは、終了デリミタまたは囲みデリミタで区切ら
れます。

 

デリミタの指定には、TERMINATED BY句または ENCLOSED BY句（あるいはその両方）も
使用できます。両方とも指定する場合は TERMINATED BY句を先に指定してください。

TERMINATED フィールドフィールドフィールドフィールド
TERMINATEDフィールドには、フィールドの開始位置から 初のデリミタ文字までのデータ
が読み込まれます（デリミタ文字自体は読み込まれません）。終了デリミタが 初の列位置
にあれば、そのフィールドは NULL となります。

TERMINATED BY WHITESPACEを指定すると、 初に空白文字（スペース、タブ、空白、
LF、改ページまたは改行）が現れるまでデータが読み込まれます。空白文字が現れると、次
に空白以外の文字が現れるまで連続する空白文字は読み込まれません。したがって、フィー
ルド値の間に入る空白は、いくつあってもかまいません。この構文の詳細は、6-25 ページの

「終了および囲みの指定に関する構文」を参照してください。

ENCLOSED フィールドフィールドフィールドフィールド
ENCLOSEDフィールドの読込みでは、空白以外の文字が現れるまで、空白文字はスキップさ
れます。このとき、現れた空白以外の文字がデリミタの場合は、次のデリミタまでのデータ
が読み込まれます。現れた空白以外の文字がデリミタでない場合は、エラーとなります。

デリミタ文字が 2 つ続けて現れた場合は、1 つのデリミタ文字のみがデータ値の一部として
扱われます。たとえば 'DON''T' は、DON'T として格納されます。ただし、フィールドに 2
つのデリミタのみ含まれている場合は NULL 値となります。この構文の詳細は、6-25 ペー
ジの「終了および囲みの指定に関する構文」を参照してください。

enclosure_spec

termination_spec

OPTIONALLY
enclosure_spec
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終了および囲みの指定に関する構文終了および囲みの指定に関する構文終了および囲みの指定に関する構文終了および囲みの指定に関する構文

表 6-3 では、終了および囲みの指定に関する構文について説明します。

表表表表 6-3 終了および囲みの指定に関するパラメータ終了および囲みの指定に関するパラメータ終了および囲みの指定に関するパラメータ終了および囲みの指定に関するパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

TERMINATED データは、 初にデリミタが現れるまで読み込まれます。

BY 可読性を向上させるために使用されるオプションのワードです。

WHITESPACE デリミタにはスペース、タブ、空白、LF、改ページまたは改行を

含むあらゆる空白文字を使用できます（ただし、使用できるのは
TERMINATEDでのみで、ENCLOSEDには使用できません）。

OPTIONALLY 指定する文字でデータを囲むこともできます。SQL*Loader では、

この指定文字が 初に現れたところから、次に同じ文字が現れた
ところまでのデータ値が読み込まれます。データが囲まれていな
い場合は、終了デリミタ付きのフィールドとして読み込まれます。
オプションで囲みデリミタを指定する場合は、必ず TERMINATED 
BY句を指定してください。その場合、フィールド定義の一部とし

てローカルに指定しても、FIELDS句の中でグローバルに指定し

てもかまいません。

ENCLOSED データは 2 つのデリミタで囲まれます。

string デリミタは文字列です。

X'hexstr' デリミタには 1 文字を指定しますが、ここでは文字コード体系に

おける X'hexstr'によって指定される値で、文字を指定します。

たとえば、X'1F'（10 進数の 31）などのように指定します。「X」
は大文字でも小文字でも使用できます。

TERMINATED
BY

WHITESPACE

X’hexstr’

’string’

EOF

ENCLOSED
BY

’string’

X’hexstr’
AND

’string’

X’hexstr’
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各指定方法によるデリミタの指定例およびそれぞれの場合の実際のデータの例を示します。

TERMINATED BY ','                      a data string, 
ENCLOSED BY '"'                        "a data string" 
TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'      "a data string", 
ENCLOSED BY '(' AND ')'                (a data string) 

データ中のデリミタ記号データ中のデリミタ記号データ中のデリミタ記号データ中のデリミタ記号
デリミタとして定義した句読点を、データの中でも使用する必要があります。このような場
合、デリミタ文字を 2 つ続けて記述すると、この文字は 1 文字のみ指定されたものと解釈さ
れ、データの一部として組み込まれます。たとえば、データベースに次の文字列を格納する
とします。

(The delimiters are left parentheses, (, and right parentheses, )).) 

フィールド指定は次のようにします。

ENCLOSED BY "(" AND ")" 

この場合、データベースには次の文字列が格納されます。

The delimiters are left parentheses, (, and right parentheses, ). 

このため、隣接するフィールドが同じデリミタを使用すると、問題が発生します。たとえ
ば、次のように指定されている場合、

field1 TERMINATED BY "/" 
field2 ENCLOSED by "/" 

次のデータは正しく解釈されます。

This is the first string/      /This is the second string/ 

ただし、field1および field2が次のように隣接している場合、誤った処理が行われま
す。

AND 後続の囲みデリミタを指定する場合に使用します。後続の囲みデ
リミタには、先頭の囲みデリミタとは異なる文字を指定できます。
AND句を指定しないと、先頭の囲みデリミタと後続の囲みデリミ

タは同じ文字とみなされます。

EOF ファイル全体が LOB にロードされたことを示します。これは、

LOB ファイルからデータがロードされる場合のみ有効です。EOF
によって終了するフィールドは囲むことができません。

表表表表 6-3 終了および囲みの指定に関するパラメータ（続き）終了および囲みの指定に関するパラメータ（続き）終了および囲みの指定に関するパラメータ（続き）終了および囲みの指定に関するパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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This is the first string//This is the second string/ 

この場合、このデータ全体が、中央に 1 つの「/」のみを持つ単一の文字列とみなされ、
field1に属するものと解釈されてしまいます。

デリミタ付きデータの最大長デリミタ付きデータの最大長デリミタ付きデータの最大長デリミタ付きデータの最大長
デリミタ付きデータの 大長のデフォルトは、255 バイトです。したがって、デリミタ付き
フィールドでは、バインド配列に対して記憶域が大量に使用される場合があります。フィー
ルドが 255 バイトより短い場合、 大長にはできるだけ小さい値を指定してください。
フィールドが 255 バイトより長い場合は、フィールド長指定子または POSITION句を使用し
て、フィールドに 大長を指定する必要があります。

デリミタを使用した後続の空白のロードデリミタを使用した後続の空白のロードデリミタを使用した後続の空白のロードデリミタを使用した後続の空白のロード
後続の空白は、PRESERVE BLANKSを指定しないかぎり、デリミタなしのデータ型ではロー
ドされません。たとえば、データ・フィールド長が 9 文字で、DANIELbbbという値のデー
タがあるとします。ここでの bbbは 3 つの空白を示します。このとき、CHAR(9)と宣言さ
れていると、Oracle データベースには「DANIEL」がロードされます。

この例で後続の空白も必要な場合は、CHAR(9) TERMINATED BY ':'と宣言し、さらにデー
タ・ファイルにコロンを追加してフィールドを DANIELbbb:とします。このフィールドは、
後続の空白とともに、"DANIEL   "としてロードされます。TERMINATED BY句を使用し
ないで PRESERVE BLANKSを指定し、同じ結果を得ることもできます。

文字データ型フィールド長の競合文字データ型フィールド長の競合文字データ型フィールド長の競合文字データ型フィールド長の競合
CHAR型、DATE型、数値型 EXTERNAL型の文字データ型の場合は、そのフィールド長を制
御ファイルに複数指定できます。複数指定したときの長さが異なり、値が競合する場合は、
そのうちの 1 つが優先されます。競合が発生すると、警告が出力されます。この項では、指
定された長さのうちのどれが優先されるかについて説明します。

事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド
前述のデータ型のフィールドに対して開始位置と終了位置を指定すると、そのフィールド長
は指定された開始 / 終了位置から求められます。データ型指定の中で長さを指定し、終了位
置は指定しない場合、データ型指定の中で指定された長さがそのフィールド長になります。
開始位置、終了位置および長さがすべて指定されていて、その長さが異なる場合は、次のよ
うに、データ型指定の中で指定されている長さがフィールド長として使用されます。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 6-41 ページの「空白の切捨て」

� 6-47 ページの「空白の保存」
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SQL*Loader のデータ型
POSITION(1:10) CHAR(15) 

この場合、このフィールド長は 15 になります。

デリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールド
デリミタ付きフィールドに長さを指定した場合、または開始位置と終了位置から長さを計算
できる場合は、その長さがフィールドの 大長となります。指定される 大長は、フィール
ドにバイト長セマンティクスが使用される場合はバイト単位で、文字長セマンティクスが使
用される場合は文字単位です。長さが指定されていない場合、または開始位置と終了位置か
ら長さが計算できない場合は、 大長のデフォルトは 255 バイトです。実際の長さはデリミ
タの位置によって変わりますが、長さの上限はこの 大長の値となります。

フィールドにデリミタのみでなく、開始位置および終了位置が指定されている場合は、位置
指定のみが影響します。囲みデリミタまたは終了デリミタは無視されます。

デリミタが見つからない場合は、レコードの終わりがフィールドの終端となります。
TRAILING NULLCOLSが指定されている場合は、残りのフィールドには NULL 値が設定さ
れます。デリミタまたはレコードの終端で区切った結果、フィールド長が 大長よりも大き
くなる場合は、SQL*Loader によってレコードが拒否され、エラーが返されます。

日付フィールド・マスク日付フィールド・マスク日付フィールド・マスク日付フィールド・マスク
マスクを指定した場合、日付フィールド長は、使用するマスクによって異なります。指定さ
れたマスクによって形式が決定され、SQL*Loader ではその形式に基づいてレコード中の
データが解釈されます。たとえば、次のようなマスクを指定したとします。

"Month dd, yyyy" 

この場合、「May 3, 1991」はレコード（バイト長セマンティクスを含む）中で 11 バイトを占
有し、「January 31, 1992」は 16 バイトを占有することになります。

ただし、開始位置および終了位置を指定すると、この位置指定から計算されるフィールド長
は、マスクから求められるフィールド長よりも優先されます。DATE(12)のようにフィール
ド長が指定された場合は、このフィールド長が 優先となります。日付フィールドが、終了
デリミタまたは囲みデリミタでも区切られている場合は、制御ファイル中で指定された長さ
がそのフィールドの 大長と解釈されます。

参照参照参照参照 : DATEフィールドの詳細は、6-15 ページの「日時データ型および期
間データ型」を参照してください。
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フィールド条件の指定
フィールド条件の指定フィールド条件の指定フィールド条件の指定フィールド条件の指定
フィールド条件とは、論理レコード中のフィールドに関して、それが真か偽かを評価する条
件を記述したものです。WHEN句の他、NULLIF句や DEFAULTIF句の中で使用します。

フィールド条件は、CONTINUEIF句の中で指定する条件と同様ですが、次の 2 つの点で異な
ります。第 1 に、フィールド条件で指定する位置は、物理レコードではなく論理レコードの
位置を示します。第 2 に、論理レコード内の位置またはデータ・ファイル内のフィールド名

（FILLER フィールドを含む）のいずれかを指定できます。

field_condition句の構文は次のとおりです。

pos_spec句の構文は次のとおりです。

表 6-4 では、フィールド条件句のパラメータについて説明します。位置指定パラメータの詳
細は、表 6-1 を参照してください。

注意注意注意注意 : フィールド条件は、SDF のフィールドに基づくことができません。

( full_fieldname

pos_spec
operator

’char_string’

X’hex_string’

BLANKS

)

AND

(

start

*
+integer

:

–
end

)
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フィールド条件の指定
表表表表 6-4 フィールド条件句のパラメータフィールド条件句のパラメータフィールド条件句のパラメータフィールド条件句のパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

pos_spec 論理レコード中の比較対象フィールドの開始および終了位置です。
それらの位置は小カッコで囲んでください。start-endと表記す

ることも、start:endと表記することもできます。

開始位置の指定は、列番号、*（次の列）または *+n（次の列に

オフセット分を加算）の形式で指定できます。

終了位置を省略した場合、フィールド長は、比較文字列の長さか
ら判断されます。対象フィールドと比較文字列の長さが異なると
きは、短い方を埋めるために文字列が追加されます。文字列の場
合は空白が追加され、16 進数のバイト列の場合は 0（ゼロ）が追

加されます。

start 論理レコード中の比較対象フィールドの開始位置です。

end 論理レコード中の比較対象フィールドの終了位置です。

full_fieldname full_fieldnameには、ドット表記法を使用してフィールドの

フルネームを指定します。フィールド col2が列オブジェクト

col1の属性の場合、指示句の中で col2を参照するときは、

col1.col2と表記してください。同じエンティティを参照および

命名している列名およびフィールド名があっても、列名には、エ
ンティティのフルネームを指定できない（ドット表記法がない）
ため、別のものとして認識されます。

operator 比較演算子として、等価または不等価を示す記号を指定します。

char_string 比較フィールドとの比較に使用する文字列で、一重引用符または
二重引用符で囲んで指定します。比較の結果が真の場合は、現在
のレコードが表に挿入されます。

X'hex_string' 16 進数の文字列で、16 進数 2 桁がフィールドの 1 バイトに相当し

ます。一重引用符または二重引用符で囲まれます。比較の結果が
真の場合は、現在のレコードが表に挿入されます。

BLANKS フィールドが完全に空白かどうかをテストできます。BLANKSの

指定は、デリミタ付きデータのロード時にフィールド長が予測で
きない場合、または空白が複数あるマルチバイト・キャラクタ・
セットを使用する場合に必要となります。
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フィールド条件の指定
フィールドとフィールドとフィールドとフィールドと BLANKS の比較の比較の比較の比較
BLANKSパラメータを使用すると、長さが不明なフィールドのデータが空白かどうかを知る
ことができます。

次の指定を実行すると、空白のフィールドに NULL 値を設定できます。

full_fieldname ... NULLIF column_name=BLANKS 

BLANKSパラメータが認識できるのは空白のみです。タブは認識できません。BLANKSは、
どのようなフィールド比較の場合でも、比較文字列のかわりに指定できます。列の値がすべ
て空白のときにのみ条件が真となります。

BLANKSは、固定長フィールドに対しても指定できます。その場合は、対象フィールドに
合った長さの空白文字列を指定したのと同じことになります。たとえば、次の 2 つの指定は
どちらも同じことを意味します。

fixed_field CHAR(2) NULLIF fixed_field=BLANKS 
fixed_field CHAR(2) NULLIF fixed_field="  " 

マルチバイト・キャラクタ・セットには複数の空白が存在することもあります。このような
キャラクタ・セットには、空白文字列を指定するかわりに BLANKSを使用します。

文字列は特定の空白文字の組合せのみに一致しますが、BLANKSパラメータは様々な空白文
字の組合せに一致します。マルチバイト・キャラクタ・セットの詳細は、5-17 ページの「マ
ルチバイト（アジア系言語）・キャラクタ・セット」を参照してください。

フィールドと文字列の比較フィールドと文字列の比較フィールドと文字列の比較フィールドと文字列の比較
データ・フィールドが、それより短い比較文字列と比較された場合は、その文字列が埋め込
まれます。文字データ型の文字列には、次のように空白が埋め込まれます。

NULLIF (1:4)=" " 

この例では、位置 1:4 にあるデータが 4 つの空白と比較されます。位置 1:4 のデータが空白 4
つであれば、この句は真となります。

次の句のように、16 進文字列には 16 進数のゼロが埋め込まれます。

NULLIF (1:4)=X'FF' 

この句で、データ位置 1:4 を 16 進数のバイト列 'FF000000' と比較します。
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WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用
WHEN、、、、NULLIF およびおよびおよびおよび DEFAULTIF 句の使用句の使用句の使用句の使用
次の説明は、スカラー・フィールドに適用されます。非スカラー・フィールド（列オブジェ
クト、LOB およびコレクション）はより複雑なため、WHEN、NULLIFおよび DEFAULTIF
句は異なる方法で処理されます。

WHEN、NULLIFまたは DEFAULTIF句は、フィールド名を指定するか、フィールド位置を指
定するかによって、結果が異なります。

WHEN、NULLIFまたは DEFAULTIF句でフィールド名を指定すると、これらの句は、
SQL*Loader によってフィールドの評価値と比較されます。評価値には、切り捨てられた空
白文字が考慮されます。空白およびタブの切捨ての詳細は、6-41 ページの「空白の切捨て」
を参照してください。

WHEN、NULLIFまたは DEFAULTIF句で位置を指定すると、これらの句は、SQL*Loader に
よってデータ・ファイル内の元の論理レコードと比較されます。この場合、論理レコードで
は空白の切捨ては行われません。

フィールドに切り捨てられた空白がある場合、あるいは WHEN、NULLIFまたは DEFAULTIF
句に空白およびタブが含まれているか、BLANKSパラメータが使用されている場合は、異な
る結果が得られます。名前で指定されているフィールドおよび位置で指定されているフィー
ルドに対して同じ結果が必要な場合は、PRESERVE BLANKSオプションを使用します。
PRESERVE BLANKSオプションによって、フィールド値の評価時に SQL*Loader によって空
白文字が切り捨てられないようにします。

WHEN、NULLIFまたは DEFAULTIF句は、SQL*Loader の処理手順によっても結果に影響し
ます。SQL*Loader は次の手順を順番に実行します。ただし、すべての手順を実行するわけ
ではありません。フィールドが設定されると、設定作業の残りの手順は無視されます。たと
えば、手順 5 でフィールドが設定された場合、SQL*Loader は手順 6 には進みません。

1. SQL*Loader で、入力レコードの各フィールドの値が評価され、空白およびタブの切り
捨てに関する既存のガイドラインに従って、切り捨てる必要のある空白が切り捨てられ
ます。

2. 各レコードに対して、SQL*Loader で表の WHEN句が評価されます。

3. レコードが表の WHEN句を満たす場合、または WHENが指定されていない場合は、
SQL*Loader で、NULLIF句の各フィールドが確認されます。

4. NULLIF句が存在する場合は、SQL*Loader で評価されます。

5. NULLIF句が満たされている場合は、SQL*Loader はフィールドが NULLに設定されま
す。

6. NULLIF句が満たされていない場合、または NULLIF句がない場合は、SQL*Loader の
フィールド評価によってフィールド長が確認されます。フィールドがフィールド評価の
結果、0 の長さを持っている場合（たとえば、NULL フィールドまたは結果として
NULL フィールドとなる空白の切捨て）は、SQL*Loader でフィールドが NULLに設定
されます。この場合、フィールドに指定された DEFAULTIF句は評価されません。
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7. 指定された NULLIF句が偽の場合、または NULLIF句がない場合、およびフィールドが
フィールド評価の結果、0 の長さを持たない場合は、SQL*Loader で、DEFAULTIF句に
対するフィールドが確認されます。

8. DEFAULTIF句が存在する場合は、SQL*Loader で評価されます。

9. DEFAULTIF句が満たされていて、データ・ファイルのフィールドが数値フィールドの
場合、フィールドは 0 に設定されます。フィールドが数値フィールドではない場合、
NULLに設定されます。次のフィールドは数値フィールドで、DEFAULTIF句を満たす場
合は、0 に設定されます。

� BYTEINT

� SMALLINT

� INTEGER

� FLOAT

� DOUBLE

� ZONED

� （PACKED）DECIMAL

� 数値型 EXTERNAL（INTEGER、FLOAT、DECIMALおよび ZONED）

10. DEFAULTIF句が満たされていない場合、または DEFAULTIF句がない場合は、
SQL*Loader によって、手順 1 の評価値でフィールドが設定されます。

SQL*Loader の操作順序が原因で、予期しない結果となる場合があります。たとえば、
DEFAULTIF句は、数値フィールドを 0 ではなく NULLに設定しているように見える場合が
あります。

例 6-2 ～例 6-5 に、異なる条件での結果を示します。これらの例では、空白またはスペース
はピリオド（.）で示されています。col1および col2は、データベースの VARCHAR2(5)
列です。

例例例例 6-2 DEFAULTIF 句の無評価句の無評価句の無評価句の無評価

制御ファイルが次のように指定されています。

(col1 POSITION (1:5),
 col2 POSITION (6:8) CHAR INTEGER EXTERNAL DEFAULTIF col1 = 'aname')

データ・ファイルには、次のものが含まれます。

aname...

例 6-2 では、行の col1が anameと評価され、col2が長さが 0（「...」ですが、後続の空白
は位置フィールでは切り捨てられます）である NULLと評価されます。
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SQL*Loader で col2にロードされた 終値が確認される場合、WHEN句および NULLIF句
は評価されません。フィールド長（フィールド評価の結果、0 と評価された長さ）が確認さ
れます。したがって、SQL*Loader では、col2の 終値に NULLが設定されます。
DEFAULTIF句は評価されず、行は col1の場合は aname、col2の場合は NULLとしてロー
ドされます。

例例例例 6-3 DEFAULTIF 句の評価句の評価句の評価句の評価

制御ファイルが次のように指定されています。

.

.

.
PRESERVE BLANKS
.
.
.
(col1 POSITION (1:5),
 col2 POSITION (6:8) INTEGER EXTERNAL DEFAULTIF col1 = 'aname'

データ・ファイルには、次のものが含まれます。

aname...

例 6-3 では、行の col1は再び「aname」と評価されます。col2は、PRESERVE BLANKS
が指定された場合、後続の空白が切り捨てられないため、「...」と評価されます。

SQL*Loader で col2にロードされた 終値が確認される場合、WHEN句および NULLIF句
は評価されません。0 でなく 3 と評価されたフィールド評価からフィールド長が確認されま
す。

次に、SQL*Loader では DEFAULTIF句が評価されます。col1が「aname」で「aname」と
同じであるため、真と評価されます。

col2は数値フィールドであるため、SQL*Loader では col2の 終値に「0」が設定されま
す。行は、col1の場合は「aname」、col2の場合は「0」としてロードされます。

例例例例 6-4 DEFAULTIF 句を使用した位置の指定句を使用した位置の指定句を使用した位置の指定句を使用した位置の指定

制御ファイルが次のように指定されています。

(col1 POSITION (1:5), 
 col2 POSITION (6:8) INTEGER EXTERNAL DEFAULTIF (1:5) = BLANKS)

データ・ファイルには、次のものが含まれます。

.....123
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異なるプラットフォーム間でのデータのロード
例 6-4 では、行の col1が、長さが 0（.....ですが、後続の空白は切り捨てられます）の
NULLと評価されます。col2は、123と評価されます。

SQL*Loader で col2にロードされる 終値が設定される場合、WHEN句および NULLIF句
は評価されません。0 でなく 3 と評価されたフィールド評価からフィールド長が確認されま
す。

次に、SQL*Loader では DEFAULTIF句が評価されます。.....である (1:5)を、真と評価
されている BLANKSと比較されます。したがって、col2が数値フィールド（integer 
EXTERNALは数値）のため、SQL*Loader では col2の 終値に「0」が設定されます。行
は、col1の場合は NULL、col2の場合は 0としてロードされます。

例例例例 6-5 DEFAULTIF 句を使用したフィールド名の指定句を使用したフィールド名の指定句を使用したフィールド名の指定句を使用したフィールド名の指定

制御ファイルが次のように指定されています。

(col1 POSITION (1:5), 
 col2 POSITION(6:8) INTEGER EXTERNAL DEFAULTIF col1 = BLANKS)

データ・ファイルには、次のものが含まれます。

.....123

例 6-5 では、行の col1が、長さが 0（ .....ですが、後続の空白は切り捨てられます）
の NULLと評価されます。col2は、123と評価されます。

SQL*Loader で col2の 終値が確認される場合、WHEN句および NULLIF句は評価されま
せん。0 でなく 3 と評価されたフィールド評価からフィールド長が確認されます。

次に、SQL*Loader では DEFAULTIF句が評価されます。評価の一部として、SQL*Loader で
は、col1のフィールド評価が NULLであることが確認されます。NULLのため、
DEFAULTIF句は偽と評価されます。したがって、SQL*Loader では col2の 終値に、
フィールド評価の元の値である 123が設定されます。行は、col1の場合は NULL、col2の
場合は 123としてロードされます。

異なるプラットフォーム間でのデータのロード異なるプラットフォーム間でのデータのロード異なるプラットフォーム間でのデータのロード異なるプラットフォーム間でのデータのロード
データ・ファイルを作成するプラットフォームと、そのデータ・ファイルのロード先となる
プラットフォームが異なる場合は、そのデータをターゲット・システムが読込み可能な形式
で作成する必要があります。たとえば、ソース・システムでは浮動小数点の内部表現に 16
バイトを使用し、ターゲット・システムでは浮動小数点を 12 バイトで表現しているとしま
す。この場合、ソース・システムで生成されたデータを、ターゲット・システムに直接読み
込ませることはできません。

この問題を解決する方法として、Oracle Net データベース・リンクを使用してデータをロー
ドし、データ型の自動変換機能を利用する方法があります。前述のような問題が発生した場
合は、できるだけこの方法を使用してください。この場合、SQL*Loader はソース・システ
ムで実行する必要があります。
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バイト順序
プラットフォーム間のロードに関する問題は、通常、システム固有のデータ型に関連して発
生します。フィールドに 0（ゼロ）を追加してフィールド長を長くするか、またはフィール
ドの一部分のみを読み込んでフィールド長を短くする（4 バイト整数を使用しているシステ
ム上に 8 バイト整数を読み込む場合、またはその逆のパターンがこれに相当）ことによっ
て、問題を回避できる場合もあります。ただし、データ型の実装に互換性がない場合は、こ
の方法で問題の解決はできません。

Oracle Net データベース・リンクが使用できず、ターゲット・システム上で実行している
SQL*Loader を使用してデータ・ファイルにアクセスする必要がある場合は、移植可能な
SQL*Loader データ型（たとえば、CHAR、DATE、VARCHARC、数値型 EXTERNAL）のみを使
用してください。このようにして作成したデータ・ファイルは、システム固有のデータ型を
使用して作成したデータ・ファイルよりサイズが大きくなる場合があります。そのため、
ロードに時間がかかりますが、異なるプラットフォームに直接転送することができます。

バイト順序スキームまたはシステム固有の整数の長さが、入力データが作成されるプラット
フォームと SQL*loader を実行するプラットフォームの間で異なることが事前にわかってい
る場合は、適切な方法で、データのバイト順序またはシステム固有の整数の長さを指定しま
す。バイト順序を指定する方法には、BYTEORDERパラメータを使用する方法、またはファ
イルにバイト順序マーク（BOM）を設定する方法があります。この 2 つの方法の詳細は、
6-36 ページの「バイト順序」を参照してください。これらの方法を実行すると、非互換性を
排除し、プラットフォーム間での正常なデータ・ロードを実現できます。バイト順序が
SQL*Loader のデフォルトと異なる場合は、バイト順序を指定する必要があります。

バイト順序バイト順序バイト順序バイト順序

SQL*Loader を使用して、SQL*Loader が実行されているシステムとはバイト順序が異なる
システム上で作成されたデータ・ファイルからデータをロードできます。

デフォルトでは、SQL*Loader で、すべてのデータ・ファイルに対するバイト順序として実
行されているシステムのバイト順序が使用されます。たとえば、Sun SPARC Solaris システ
ム上では、SQL*Loader でビッグ・エンディアン・バイト順序が使用されます。Intel または
Intel と互換性のある PC 上では、SQL*Loader でリトル・エンディアン・バイト順序が使用
されます。

バイト順序は、データが一度に偶数バイト（通常、2 バイト、4 バイトまたは 8 バイト）書
き込まれる場合、および読み込まれる場合の結果に影響します。次に例をいくつか示しま
す。

� 2 バイト整数値の 1 は、ビッグ・エンディアン・システムでは 0x0001、リトル・エン
ディアン・システムでは 0x0100 として書き込まれます。

注意注意注意注意 : この項の説明は、SQL*Loader を実行するシステムとは異なるバイ
ト順序スキームを持つシステム上で入力データを作成する場合のみに適用
されます。それ以外の場合は、次の項に進んでください。
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� 4 バイト整数の 66051 は、ビッグ・エンディアン・システムでは 0x00010203、リトル・
エンディアン・システムでは 0x03020100 として書き込まれます。

バイト順序は、UTF16 キャラクタ・セットの文字データが 2 バイトのエントリとして書き込
まれる場合、および読み込まれる場合の結果にも影響します。たとえば、文字「a」（ASCII
では 0x61）は、ビッグ・エンディアン・システムでは 0x0061、リトル・エンディアン・シ
ステムでは 0x6100 として書き込まれます。

Oracle でサポートされるすべてのキャラクタ・セットでは、UTF16 を除いて、一度に 1 バイ
ト書き込まれます。そのため、UTF8 などのマルチバイト・キャラクタ・セットの場合も、
文字の書込み、読込みには、システムのバイト順序に関係なく、すべてのシステムで同じ方
法が使用されます。したがって、UTF16 キャラクタ・セットのデータは、バイト順序依存の
ため移植不能です。Oracle でサポートされる他のすべてのキャラクタ・セットのデータは移
植可能です。

データ・ファイルのバイト順序が問題となるのは、バイト順序依存データを含むデータ・
ファイルが、SQL*Loader が実行されているシステムとは異なるバイト順序のシステムで作
成される場合のみです。SQL*Loader でデータのバイト順序を認識できる場合、必要に応じ
てバイトを入れ替えて、データが正常にターゲット・データベースにロードされることを確
認します。バイト・スワップとは、ビッグ・エンディアン形式のデータをリトル・エンディ
アン形式に変換すること、またはその逆の変換を意味します。

SQL*Loader にデータのバイト順序を指定するには、BYTEORDERパラメータを使用するか、
またはそのファイルにバイト順序マーク（BOM）を設定します。この 2 つの方法のいずれ
も使用しない場合、SQL*Loader ではデータを正常にデータ・ファイルにロードできません。

バイト順序の指定バイト順序の指定バイト順序の指定バイト順序の指定
入力データ・ファイルのデータのバイト順序を指定するには、SQL*Loader 制御ファイルの
次の構文を使用します。

BYTEORDERパラメータには、次の特長があります。

� BYTEORDERは、SQL*Loader 制御ファイルの LENGTHパラメータの後に置かれます。

� 異なるデータ・ファイルに対して異なるバイト順序を指定することができます。ただ
し、INFILEパラメータの前の BYTEORDER指定は、プライマリ・データ・ファイルの
リスト全体に適用されます。

参照参照参照参照 : SQL*Loader でバイト・スワップを処理する方法の例の詳細は、
10-48 ページの「事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロード」
を参照してください。

BYTEORDER
BIG

LITTLE

ENDIAN
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� プライマリ・データ・ファイルに対する BYTEORDER指定は LOBFILE および SDF に対す
るデフォルトとしても使用されます。このデフォルトを上書きするには、LOBFILE ま
たは SDF 指定を使用して BYTEORDERを指定します。

� BYTEORDERパラメータは、制御ファイル内のデータには適用されません。

� BYTEORDERパラメータは次のものに適用されます。

– 2 進 INTEGERデータおよび SMALLINTデータ

– 可変長フィールドのバイナリ長（VARCHAR、VARGRAPHIC、VARRAWおよび LONG 
VARRAWデータ型用）

– UTF16 キャラクタ・セットのデータ・ファイルの文字データ

– FLOATおよび DOUBLEデータ型（データが書き込まれたシステムに、SQL*Loader
が実行されているシステム上のデータと互換性のある浮動小数点の表現がある場
合）

� BYTEORDERパラメータは、次のものには適用されません。

– RAWデータ型（RAW、VARRAWまたは VARRAWC）

– 図形データ型（GRAPHIC、VARGRAPHICまたは GRAPHIC EXTERNAL）

– UTF16 以外のキャラクタ・セットのデータ・ファイルの文字データ

– ZONEDデータ型または（PACKED）DECIMALデータ型

バイト順序マーク（バイト順序マーク（バイト順序マーク（バイト順序マーク（BOM）の使用）の使用）の使用）の使用
Unicode エンコーディング（UTF-16 または UTF-8）が使用されているデータ・ファイルに
は、ファイルの 初の数バイトにバイト順序マーク（BOM）が含まれている場合がありま
す。キャラクタ・セット UTF-16 が使用されているデータ・ファイルでは、ファイルの 初
の 2 バイトの値 0xFEFF は、ファイルがビッグ・エンディアンのデータを含んでいることを
示す BOM です。0xFFFE という値は、ファイルにリトル・エンディアンのデータが含まれ
ていることを示す BOM です。

第 1 プライマリ・データ・ファイルで UTF16 キャラクタ・セットが使用され、BOM も使用
されている場合は、SQL*Loader でそのマークを読み込み、解釈してすべてのプライマリ・
データ・ファイルのバイト順序を決定します。SQL*Loader で、BOM を読み込んで解釈し、
スキップして、BOM の直後のバイトからデータを処理し始めます。BOM 設定は、第 1 プラ
イマリ・データ・ファイルに対する BYTEORDER指定より優先されます。第 1 プライマリ・
データ・ファイル以外のデータ・ファイルの BOM は、バイト順序競合の確認のみに使用さ
れます。データ・ファイルの処理中に SQL*Loader で使用されるバイト順序の設定は、変更
しません。

つまり、第 1 プライマリ・データ・ファイルに対するバイト順序インジケータの優先順位は
次のようになります。
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� 第 1 プライマリ・データ・ファイルの BOM（データ・ファイルで、バイト順序依存の
Unicode キャラクタ・セット（UTF16）が使用され、BOM が存在する場合）

� BYTEORDERパラメータの値（INFILEパラメータの前に指定された場合）

� SQL*Loader が実行されているシステムのバイト順序

UTF8 キャラクタ・セットが使用されているデータ・ファイルでは、 初の 3 バイトの
0xEFBBBF という BOM によって、ファイルに UTF8 データが含まれていることが示されま
す。UTF8 のデータはバイト順序依存ではないため、BOM ではデータのバイト順序を指定し
ません。UTF8 の BOM が検出された場合は、SQL*Loader で BOM をスキップしますが、
データ・ファイルの処理のためのバイト順序の設定変更は実行しません。

SQL*Loader によって、まず、定義済の優先順位を使用して第 1 プライマリ・データ・ファ
イルのバイト順序設定を確立します。このバイト順位設定は、すべてのプライマリ・デー
タ・ファイルに使用されます。別のプライマリ・データ・ファイルでキャラクタ・セット
UTF16 が使用され、BOM も含まれている場合、その BOM の値は、第 1 プライマリ・デー
タ・ファイルで確立されたバイト順序設定と比較されます。BOM の値が第 1 プライマリ・
データ・ファイルのバイト順序設定と一致する場合は、SQL*Loader でその BOM をスキッ
プし、そのバイト順序設定を使用して、BOM の直後のバイトからデータを処理し始めます。
BOM の値が第 1 プライマリ・データ・ファイルで確立されたバイト順序設定と一致しない
場合は、SQL*Loader で、エラー・メッセージを発行し、処理を停止します。

LOBFILE または SDF が制御ファイルで指定される場合、ファイルを処理する準備が整うと、
SQL*Loader で各 LOBFILE および SDF のバイト順序設定を確立します。LOBFILE および
SDF のデフォルトのバイト順序設定は、第 1 プライマリ・データ・ファイルで確立されたバ
イト順序設定です。これは、BYTEORDERパラメータが LOBFILE または SDF で指定される
場合は、上書きされます。いずれの場合も、LOBFILE または SDF で UTF16 キャラクタ・
セットが使用され、BOM が含まれている場合、BOM の値はファイルのバイト順序と比較さ
れます。BOM の値がファイルのバイト順序設定と一致する場合は、SQL*Loader でその
BOM をスキップし、そのバイト順序設定を使用して、BOM の直後のバイトからデータを処
理し始めます。BOM の値が一致しない場合、SQL*Loader からエラーが発行され、処理が停
止します。

つまり、LOBFILE および SDF に対するバイト順序インジケータの優先順位は次のようにな
ります。

� LOBFILE または SDF で指定された BYTEORDERパラメータ値

� 第 1 プライマリ・データ・ファイルで確立されたバイト順序

BOM の確認の抑止の確認の抑止の確認の抑止の確認の抑止
Unicode キャラクタ・セットのデータ・ファイルには、ファイルの 初のバイトに BOM と
一致するバイナリ・データが含まれています。たとえば、integer(2) 型の値 0xFEFF = 65279
小数点は、UTF16 のビッグ・エンディアン BOM と一致します。この場合、SQL*Loader を
使用してデータ・ファイルの 初のバイトをデータとして読込みできます。また、値
NOCHECKで BYTEORDERMARKパラメータを指定して、SQL*Loader によって BOM の確認も
できます。BYTEORDERMARKパラメータの構文は次のとおりです。
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BYTEORDERMARK NOCHECKを指定すると、SQL*Loader では BOM が確認されず、データ・
ファイルのすべてのデータがデータとして読む込まれます。

BYTEORDERMARK CHECKを指定すると、SQL*Loader で BOM が確認されます。これは、
Unicode キャラクタ・セットのデータ・ファイルのデフォルトの動作です。ただし、この仕
様は説明のために制御ファイルで使用される場合があります。Unicode 以外のキャラクタ・
セットが使用されているデータ・ファイルに BYTEORDERMARK CHECKを指定すると、エ
ラーが発生します。

BYTEORDERMARKパラメータには、次の特長があります。

� SQL*Loader 制御ファイル内のオプションの BYTEORDERパラメータの後に置かれます。

� LOBFILE データ・ファイルおよび SDF に関してのみではなくプライマリ・データ・
ファイルに関する構文の指定にも適用されます。

� 異なるデータ・ファイルに異なる BYTEORDERMARK値を指定することができます。ただ
し、INFILEパラメータの前の BYTEORDERMARK指定は、プライマリ・データ・ファイ
ルのリスト全体に適用されます。

� LOBFILE または SDF で Unicode 以外のキャラクタ・セットが使用された場合に値
CHECKが無視される以外は、プライマリ・データ・ファイルの BYTEORDERMARK指定
は LOBFILE および SDF のデフォルトとしても使用されます。LOBFILE および SDF の
デフォルト設定は、LOBFILE または SDF 仕様部で BYTEORDERMARKを指定して、上書
きできます。

すべてが空白のフィールドのロードすべてが空白のフィールドのロードすべてが空白のフィールドのロードすべてが空白のフィールドのロード
数値フィールドまたは完全に空白のフィールドが原因で、レコードは拒否されます。これら
のフィールドのいずれかを NULLとしてロードするには、BLANKSパラメータを持つ
NULLIF句を使用します。

空白のフィールドが CHAR型で、囲みデリミタによって囲まれている場合は、囲みデリミタ
で囲まれている空白部分がロードされます。囲みデリミタで囲まれていない場合は、その
フィールドは NULLとしてロードされます。

DATEフィールドのデータがすべて空白の場合、NULLフィールドとしてロードされます。

BYTEORDERMARK
CHECK

NOCHECK
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空白の切捨て空白の切捨て空白の切捨て空白の切捨て
空白、タブおよびその他の印字されない文字（改行、LF など）が空白を構成します。先頭
の空白は、フィールドの開始位置にあります。後続の空白は、フィールドの終了位置にあり
ます。フィールドの指定方法にもよりますが、空白は、フィールドのデータベースへの挿入
時に、データの一部として含めることも切り捨てることもできます。これについて、図 6-1
に示します。この図では、2 つの CHARフィールドがデータ・レコードに定義されています。

フィールド指定は制御ファイルに含まれています。制御ファイルの CHAR指定は、データ
ベースの CHAR指定と同じではありません。制御ファイル内で CHARとして定義されたデー
タ・フィールドは、SQL*Loader に行挿入の作成方法を指定するのみです。Oracle データ
ベース・サーバーで必要な変換を行い、データベースの CHAR、VARCHAR2、NCHAR、
NVARCHAR、NUMBERまたは DATE列にデータを挿入できるようになります。

デフォルトでは、SQL*Loader を使用して CHARデータから後続の空白を削除した後、この
データをデータベースに渡します。その後、図 6-1 に示すように、フィールド 1 とフィール
ド 2 は 3 バイトのフィールドとしてデータベースに渡されます。ただし、データを表に挿入
する場合は処理が異なります。

参照参照参照参照 :

� NULLIF句を使用して、すべてが空白のフィールドを NULLとして
ロードする方法の例の詳細は、10-25 ページの「事例 6: ダイレクト・
パス・ロード方式を使用したデータのロード」を参照してください。

� 6-41 ページの「空白の切捨て」も参照してください。

� 6-47 ページの「空白の保存」も参照してください。
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図図図図 6-1 フィールド変換の例フィールド変換の例フィールド変換の例フィールド変換の例

列 1 は、データベース内で長さ 5の固定長 CHAR列として定義されます。そのため、データ
（aaa）は 5 バイトの幅を保持したまま、その列で左揃えにされます。余った右側の部分は空
白で埋められます。一方、列 2 は、 大長 5 バイトの可変長フィールドとして定義されてい
ます。その列（bbb）のデータも左揃えにされますが、長さは 3 バイトのままです。

表 6-5 に、PRESERVE BLANKSが指定されていない場合に空白が入力データ・フィールドか
ら切り捨てられるケースおよびその処理方法を示します。空白の切捨てを回避する方法につ
いては、6-47 ページの「空白の保存」を参照してください。

データ・�
ファイル

行挿入�

データベース�

SQL*Loader

サーバー�

フィールド1

aaa bbb

列1 列2

表�

CHAR (5) VARCHAR (5)列データ型�

CHAR (5) CHAR (5)制御ファイル指定�

a a a _ _ b b b

a a a b b b

フィールド2
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この項の残りの部分では、空白の切捨てに関する次の項目について説明します。

� 空白の切捨てが可能なデータ型

� 空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指定

� フィールドの相対的な位置指定

� 先頭の空白

� 後続の空白

� 囲まれたフィールド

空白の切捨てが可能なデータ型空白の切捨てが可能なデータ型空白の切捨てが可能なデータ型空白の切捨てが可能なデータ型
次の説明は、データ型が文字データ型であるフィールドにのみ適用できます。

� CHARデータ型

� 日時データ型および期間のデータ型

� 数値型 EXTERNALデータ型

– INTEGER EXTERNAL

– FLOAT EXTERNAL 

– （PACKED）DECIMAL EXTERNAL

表表表表 6-5 空白の切捨てに関する動作のサマリー空白の切捨てに関する動作のサマリー空白の切捨てに関する動作のサマリー空白の切捨てに関する動作のサマリー

指定指定指定指定 データデータデータデータ 結果結果結果結果 先頭の空白先頭の空白先頭の空白先頭の空白1

1 空白のみのフィールドが切り捨てられた場合、値は NULLになります。

後続の空白後続の空白後続の空白後続の空白 1

サイズ指定あり __aa__ __aa あり なし

終了デリミタ __aa__, __aa__ あり あり2

2 空白で終了するフィールドを除きます。

囲みデリミタ "__aa__" __aa__ あり あり

終了と囲み "__aa__", __aa__ あり あり

オプションの囲み（あり） "__aa__", __aa__ あり あり

オプションの囲み（なし） __aa__, aa__ なし あり

前のフィールドが空白で区
切られている場合

__aa__ aa3

3 後続の空白があるかどうかは、表中の他の項目によって示されるとおり、現行のフィールドの指
定によって異なります。

なし 3
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– ZONED（10 進）EXTERNAL

空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指定空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指定空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指定空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指定
フィールド長の指定には 2 通りの方法があります。制御ファイルで位置指定またはデータ型
および長さについてフィールド長の定数を定義した場合、そのフィールドは、事前にサイズ
が決まっていることになります。一方、フィールド長を事前に指定しないでレコード中のイ
ンジケータでフィールド長を決める場合は、そのフィールドを囲みデリミタまたは終了デリ
ミタのいずれかを使用して区切ります。

開始値および終了値を持つ位置指定は、囲みデリミタまたは終了デリミタが定義される
フィールドに対して定義されます。囲みデリミタまたは終了デリミタは無視されます。

事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド事前にサイズが決まっているフィールド
フィールドのサイズを事前に決定するには、フィールドの開始位置と終了位置を指定する
か、フィールド長を指定します。それぞれの指定例を示します。

loc POSITION(19:31) 
loc CHAR(14) 

2 番目の例では、フィールド位置は指定されていませんが、フィールド長は事前に指定され
ています。

デリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールドデリミタ付きフィールド
デリミタとは、フィールドの境界を指定する文字のことです。

囲みデリミタは、次の例（"__" が空白またはタブを表す）中の引用符のように、フィールド
を囲みます。

"__aa__"

一方、終了デリミタは、フィールドの終わりを示します。次の例中のカンマがこれに相当し
ます。

__aa__, 

デリミタに使用する文字は、制御句 TERMINATED BYおよび ENCLOSED BYを使用して指定
します。次に指定例を示します。

loc TERMINATED BY "." OPTIONALLY ENCLOSED BY '|' 

注意注意注意注意 : VARCHAR型および VARCHARC型フィールドも文字データを含みま
すが、フィールド中の空白は切り捨てられません。これらのフィールド
は、データ・ファイルのフィールド中の空白文字をすべて含みます。
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フィールドの相対的な位置指定フィールドの相対的な位置指定フィールドの相対的な位置指定フィールドの相対的な位置指定
この項では、次の条件で SQL*Loader を使用してフィールドの開始位置を決定する方法につ
いて説明します。

� フィールドの開始位置が指定されていない場合

� 前のフィールドの終端がデリミタで指定されている場合

� 前のフィールドに囲みデリミタおよび終了デリミタの両方が含まれる場合

フィールドの開始位置が指定されていない場合フィールドの開始位置が指定されていない場合フィールドの開始位置が指定されていない場合フィールドの開始位置が指定されていない場合
フィールドの開始位置が指定されていない場合は、前のフィールドの終了位置の直後の位置
が、そのフィールドの開始位置となります。図 6-2 に、前のフィールド（フィールド 1）の
サイズが事前に決定されている場合の例を示します。

図図図図 6-2 固定長フィールドの後の相対的な位置指定固定長フィールドの後の相対的な位置指定固定長フィールドの後の相対的な位置指定固定長フィールドの後の相対的な位置指定

前のフィールドの終端がデリミタで指定されている場合前のフィールドの終端がデリミタで指定されている場合前のフィールドの終端がデリミタで指定されている場合前のフィールドの終端がデリミタで指定されている場合
前のフィールド（フィールド 1）の終端がデリミタで指定されている場合、次のフィールド
はそのデリミタの直後から開始します。この例を図 6-3 に示します。

図図図図 6-3 デリミタ付きフィールドの後の相対的な位置指定デリミタ付きフィールドの後の相対的な位置指定デリミタ付きフィールドの後の相対的な位置指定デリミタ付きフィールドの後の相対的な位置指定

前のフィールドに囲みデリミタおよび終了デリミタの両方が含まれる場合前のフィールドに囲みデリミタおよび終了デリミタの両方が含まれる場合前のフィールドに囲みデリミタおよび終了デリミタの両方が含まれる場合前のフィールドに囲みデリミタおよび終了デリミタの両方が含まれる場合
フィールドが囲みデリミタと終了デリミタの両方で指定された場合、その次のフィールドは
終了デリミタの直後の位置から開始します。この例を図 6-4 に示します。囲みデリミタから
終了デリミタまでの間に空白以外の文字がある場合は、エラーが出力されます。

CHAR(9)のフィールド1 

a a a a b b b b ,

「,」で終了するフィールド2

a a a a , b b b b ,

「,」で終了するフィールド2「,」で終了するフィールド1
フィールド・リスト・リファレンス 6-45



空白の切捨て
図図図図 6-4 囲みデリミタの後の相対的な位置指定囲みデリミタの後の相対的な位置指定囲みデリミタの後の相対的な位置指定囲みデリミタの後の相対的な位置指定

先頭の空白先頭の空白先頭の空白先頭の空白
図 6-4 の例では、2 つのフィールドはともに先頭の空白が付いた状態で格納されます。ただ
し、次のような場合、先頭の空白はフィールドのデータに含まれません。

� 前のフィールドが空白で区切られて（終了して）いて、現行のフィールドの開始位置が
指定されていない場合。

� フィールドに対してオプションの囲みデリミタが指定されているにもかかわらず、その
囲みデリミタが使用されていない場合。

これらの事例については、次の項で例示します。

前のフィールドが空白で区切られている場合前のフィールドが空白で区切られている場合前のフィールドが空白で区切られている場合前のフィールドが空白で区切られている場合
前のフィールドが TERMINATED BY WHITESPACEで区切られていると、そのフィールドの後
に続く空白はすべてデリミタとみなされます。この場合、次のフィールドは、次に空白以外
の文字が現れた位置から開始します。この例を図 6-5 に示します。

図図図図 6-5 空白で区切られたフィールド空白で区切られたフィールド空白で区切られたフィールド空白で区切られたフィールド

このようなケースは、前述の例のように前のフィールドが TERMINATED BY WHITESPACE句
で明示的に指定された場合に発生します。グローバルに FIELDS TERMINATED BY 
WHITESPACE句が指定された場合も、このケースに相当します。

オプションの囲みデリミタオプションの囲みデリミタオプションの囲みデリミタオプションの囲みデリミタ
オプションの囲みデリミタが指定されているにもかかわらず、それが使用されていない場合
も、先頭の空白は切り捨てられます。

オプションの囲みデリミタが指定されると、SQL*Loader によって前方スキャンが実行され、
初の囲みデリミタが検索されます。囲みデリミタがない場合は、空白がスキップされ、

" a a a a " , b b b b ,

「,」で終了するフィールド 2
「"」で囲まれ「,」で終了する�

フィールド 1

a a a a b b b b

空白で終了するフィールド 2空白で終了するフィールド 1
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フィールドから削除されます。 初に見つかった空白以外の文字がフィールドの開始と判断
されます。この例を図 6-6 のフィールド 2 に示します（フィールド 1 では、SQL*Loader に
よってフィールドの囲みデリミタが検出されたため空白が含まれます）。

図図図図 6-6 オプションの囲みデリミタ付きフィールドオプションの囲みデリミタ付きフィールドオプションの囲みデリミタ付きフィールドオプションの囲みデリミタ付きフィールド

前のフィールドが TERMINATED BY WHITESPACEで区切られた場合と異なり、前述のように
指定された場合は、現行のフィールドの開始位置が指定されていても先頭の空白は切り捨て
られます。

後続の空白後続の空白後続の空白後続の空白
後続の空白は、フィールドが文字データ型で事前にフィールド・サイズが決まっている場
合、常に切り捨てられます。後続の空白が常に切り捨てられるのは、これらのフィールドの
みです。

囲まれたフィールド囲まれたフィールド囲まれたフィールド囲まれたフィールド
フィールドが囲みデリミタで囲まれている場合、または、図 6-6 の 初のフィールドのよう
に終了デリミタと囲みデリミタの両方で区切られている場合、囲みデリミタの外側にある空
白は、フィールドの一部とはみなされません。囲みデリミタの内側に空白があれば、それが
先頭の空白または後続の空白のいずれであっても、フィールドの一部とみなされます。

空白の保存空白の保存空白の保存空白の保存
CHAR、DATEおよび数値型 EXTERNAL型のすべてのフィールド中で空白の切捨てを回避す
るには、制御ファイルに PRESERVE BLANKSを指定します。空白の切捨てについては、6-41
ページの「空白の切捨て」を参照してください。

注意注意注意注意 : 囲みデリミタが存在する場合は、 初の囲みデリミタの後の先頭
の空白はそのままデータとして保持されますが、この囲みデリミタの前に
ある空白は切り捨てられます。図 6-6 のフィールド 1 の 初の引用符がこ
のケースに相当します。

" a a a a " , b b b b ,

オプションの「"」で囲まれ�
「,」で終了するフィールド 2

オプションの「"」で囲まれ�
「,」で終了するフィールド 1
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PRESERVE BLANKS オプションオプションオプションオプション
PRESERVE BLANKSオプションには、次の特長があります。

� オプションの囲みデリミタがない場合、先頭の空白はそのまま残ります。

� 事前にフィールド・サイズが指定された場合にも、後続の空白を残すことができます。

たとえば、次のフィールドについて考えてみます。ここでは、アンダースコアは空白を表し
ます。

__aa__, 

このフィールドが次の制御句でロードされる場合、PRESERVE BLANKSを指定すると、先頭
の空白および後続の空白の両方とも保存されます。PRESERVE BLANKSを指定しない場合、
先頭の空白は切り捨てられます。

TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 

空白で区切られている場合空白で区切られている場合空白で区切られている場合空白で区切られている場合
前のフィールドの終端が空白で区切られている場合、PRESERVE BLANKSを指定しても、次
の（現在の）フィールドの先頭の空白は切り捨てられます。ただし、その空白を含む次の

（現在の）フィールドが POSITION句で指定されている場合は、先頭の空白は保存されます。
このような POSITION句の指定がない場合は、SQL*Loader によって前のフィールドの終わ
りにあるすべての空白を読み込まずにスキャンが実行され、次に空白以外の文字またはタブ
以外の文字が現れた位置が次のフィールドの開始位置と認識されます。

フィールドへのフィールドへのフィールドへのフィールドへの SQL 演算子の適用演算子の適用演算子の適用演算子の適用
SQL 文字列を使用することによって、様々な SQL 演算子をフィールド・データに適用でき
ます。SQL 文字列には、任意に組み合せた SQL 式を組み込むことができます。ただし、こ
の SQL 式は、Oracle データベースによって INSERT文中の VALUES句に対して有効である
と認識されたものにかぎります。通常、ターゲット列のデータ型と互換性のある単一の値を
返す SQL 関数を使用できます。SQL 文字列は、列オブジェクトおよびコレクションなどの
ユーザー定義の複合型に加えて、単純なスカラー列型にも適用できます。式の詳細は、

『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

列名と SQL 文字列中の列名は、引用符も含め、正確に一致している必要があります。次に
制御ファイルでの指定例を示します。

LOAD DATA 
INFILE * 
APPEND INTO TABLE XXX 

注意注意注意注意 : BLANKSはオプションではなく必須です。2 語とも指定する必要が
あります。
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( "Last"   position(1:7)     char   "UPPER(:\"Last\")" 
   FIRST   position(8:15)    char   "UPPER(:FIRST)" 
) 
BEGINDATA 
Phil Locke 
Jason Durbin 

次の要件および制限は SQL 文字列を使用している場合に適用されます。

� SQL 文字列を指定する位置は、その列に関するその他の指定がすべて記述された後にな
ります。

� SQL 文字列は、二重引用符で囲んで記述します。

� SQL 文字列内の列名を引用符で囲むには、エスケープ文字を使用する必要があります。

前述の例では、Lastを二重引用符で囲んで大文字および小文字の組合せを保持してい
ます。また、二重引用符を使用すると、バックスラッシュ（エスケープ）文字も使用す
る必要があります。

� SQL 文字列に列オブジェクトの属性を参照する列名が含まれている場合は、全フィール
ド名を使用し、引用符で囲む必要があります。

� SQL 文字列の評価は、NULLIF句または DEFAULTIF句の後、日時マスクよりも前に行
われます。

� Oracle データベース・サーバーで SQL 文字列を認識できない場合は、エラーが発生して
ロードは終了します。文字列が認識されても、データベース・エラーが発生すると、エ
ラーの発生した行は拒否されます。

� フィールド指定で EXPRESSIONパラメータを使用する場合は、SQL 文字列が必要です。

� SQL 文字列にバインド変数が含まれる場合、バインド変数は 4000 バイトを超えることが
できません。超えた場合は、レコードが拒否されます。

� SQL 文字列では、OID、SID、REFまたは BFILEを使用してロードしたフィールドは参
照できません。また、FILLERフィールドも参照できません。

� ダイレクト・パス・モードでは、SQL 文字列での VARRAY、ネストした表または LOB列
の参照はできません。これには、列オブジェクトの属性である VARRAY、ネストした表
または LOB列も含まれます。

� SQL 文字列は、RECNUM、SEQUENCE、CONSTANTまたは SYSDATEフィールドでは使用
できません。

� SQL 文字列は、LOB、BFILE、XML列またはコレクションの要素であるファイルでは使
用できません。

� ダイレクト・パス・モードでは、SQL 文字列の式の評価後に返される 後の結果はスカ
ラー・データ型である必要があります。つまり、ダイレクト・パス・ロードの実行時、
式によってはオブジェクトまたはコレクション・データを返さない場合があります。
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フィールドの参照フィールドの参照フィールドの参照フィールドの参照
レコード中のフィールドを参照する場合は、フィールド名の前にコロン（:）を付けます。こ
のように指定すると、現在のレコードのフィールド値が代入されます。SQL 文字列で、前に
コロン（:）が付いたフイールド名もバインド変数として参照されます。次の例では、制御
ファイルの現行のフィールドおよび他のフィールドの参照方法を示します。

LOAD DATA
INFILE *
APPEND INTO TABLE YYY
(
 field1  POSITION(1:6) CHAR "LOWER(:field1)"
 field2  CHAR TERMINATED BY ','
         NULLIF ((1) = 'a') DEFAULTIF ((1)= 'b')
         "RTRIM(:field2)"
 field3  CHAR(7) "TRANSLATE(:field3, ':field1', ':1')",
 field4  COLUMN OBJECT
 (
  attr1  CHAR(3)  "UPPER(":\"FIELD4.ATTR3\")",
  attr2  CHAR(2),
  attr3  CHAR(3)  ":\"FIELD4.ATTR1\" + 1"
 ),
 field5  EXPRESSION "MYFUNC(:FIELD4, SYSDATE)"
)
BEGINDATA
ABCDEF1234511  ,:field1500YYabc
abcDEF67890    ,:field2600ZZghl

前述の例では、次のことに注意してください。

� :field1のみが一重引用符で囲まれていないため、列名として解釈されます。
':field1'および ':1'は、変更されずに TRANSLATE関数に渡されるテキスト・リ
テラルです。引用符で囲まれた文字列中で引用符を使用する方法の詳細は、5-5 ページ
の「ファイル名およびオブジェクト名の指定」を参照してください。

� 各入力データ読込みでは、バインド変数で参照されたフィールドの値はバインド変数に
置き換えられます。たとえば、 初のレコードの値 ABCDEFは、 初のフィールド
:field1にマップされます。この値は、引数として LOWER関数に渡されます。

� バインド変数が列オブジェクトへの参照の場合、全フィールド名は大文字で、引用符で
囲まれる必要があります。たとえば、:\"FIELD4.ATTR1\"、:\"FIELD4.ATTR3\"
などです。

� SQL 文字列のバインド変数によって現行のフィールドを参照する必要はありません。前
述の例では、フィールド FIELD4.ATTR1に対する SQL 文字列のバインド変数によっ
て、フィールド FIELD4.ATTR3を参照しています。フィールド FIELD4.ATTR1は、
入力レコードの値 500 および 600 にマップされます。ただし、対応する列に格納された
終値は ABC および GHL です。
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� field5は、入力レコードのどのフィールドにもマップされません。ターゲット列に格
納されている値は、2 つの引数をとる PL/SQL 関数 MYFUNCの実行結果です。
EXPRESSIONパラメータの使用には、入力データがフィールドにマップされないため、
SQL 文字列を使用して列の 終値を計算する必要があります。

フィールド指定でのフィールド指定でのフィールド指定でのフィールド指定での SQL 演算子の共通使用演算子の共通使用演算子の共通使用演算子の共通使用
次のタスクでは、共通して SQL 演算子が使用されています。

� 暗黙の小数点が付いている EXTERNAL データをロードするには、次のように指定しま
す。

     field1 POSITION(1:9) DECIMAL EXTERNAL(8) ":field1/1000"

� また、長すぎるフィールドを切り捨てるには、次のように指定します。

     field1 CHAR TERMINATED BY "," "SUBSTR(:field1, 1, 10)"

SQL 演算子の組合せ演算子の組合せ演算子の組合せ演算子の組合せ
複数の演算子を次の例のように組み合せることができます。

field1 POSITION(*+3) INTEGER EXTERNAL
       "TRUNC(RPAD(:field1,6,'0'), -2)"
field1 POSITION(1:8) INTEGER EXTERNAL
       "TRANSLATE(RTRIM(:field1),'N/A', '0')"
field1 CHAR(10)
       "NVL( LTRIM(RTRIM(:field1)), 'unknown' )"

日付マスク付きの日付マスク付きの日付マスク付きの日付マスク付きの SQL 文字列の使用文字列の使用文字列の使用文字列の使用
日付マスクと併用する場合、日付マスクは SQL 文字列の後で評価されます。次のように指
定されるフィールドがあるとします。

field1 DATE "dd-mon-yy" "RTRIM(:field1)"

SQL*Loader の内部で次の文が生成され、挿入されます。

TO_DATE(RTRIM(<field1_value>), ’dd-mon-yyyy’)

DATEフィールド・データ型を使用する場合、日付マスクなしの SQL 文字列は使用できない
ことに注意してください。これは、SQL*Loader で、DATEパラメータの後の 初の引用符
付き文字列が日付マスクであるとみなされるためです。たとえば、次のフィールド指定で
は、エラー（ORA-01821: 日付書式コードが無効です）が発生します。

field1 DATE "RTRIM(TO_DATE(:field1, 'dd-mon-yyyy'))"

この場合、単純な解決策としては、CHARデータ型を使用します。
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書式化されたフィールドの解析書式化されたフィールドの解析書式化されたフィールドの解析書式化されたフィールドの解析
TO_CHAR演算子を使用して、書式化された日付および数値を格納できます。次に例を示し
ます。

field1 ... "TO_CHAR(:field1, '$09999.99')"

この例では、数値型の入力データを、書式化された形式で格納することができます。この場
合、field1はデータベース中ではキャラクタ列です。この指定にある書式化文字（ドル記
号やピリオドなど）は、データとともにそのままフィールドに格納されます。

ただし、このような値を数量や日付として格納すると、より柔軟な処理を行うことができま
す。この場合、データベース内の値に算術関数を指定しても、書式化された値を選択してレ
ポートを作成することができます。

10-29 ページの「事例 7: 書式化されたレポートからのデータの抽出」にある、SQL 文字列を
使用して書式化されたレポートからデータをロードする例を参照してください。

SQL*Loader を使用した入力データの生成を使用した入力データの生成を使用した入力データの生成を使用した入力データの生成
この項では、データ・ファイルからデータを読み込むのではなく、SQL*Loader でデータを
生成してデータベース・レコードに格納するパラメータについて説明します。ここで説明す
るパラメータは次のとおりです。

� CONSTANT パラメータ

� EXPRESSION パラメータ

� RECNUM パラメータ

� SYSDATE パラメータ

� SEQUENCE パラメータ

ファイルを使用しないデータのロードファイルを使用しないデータのロードファイルを使用しないデータのロードファイルを使用しないデータのロード
フィールドの指定として順序、レコード番号、システム日付、定数および SQL 文字列式の
みを指定して SQL*Loader でデータを生成できます。

SQL*Loader を使用して、LOAD文で指定された数のレコードを挿入します。この場合、
SKIPパラメータは指定できません。

SQL*Loader は、このような場合用に 適化されています。生成された指定のみが使用され
ていることを検出すると、SQL*Loader では、常に、指定されたすべてのデータ・ファイル
が無視されます。I/O の読込みは実行されません。

バインド配列用のメモリーも不要です。制御ファイル中に WHEN句が指定されている場合
は、SQL*Loader でデータの評価が必要であると判断され、入力レコードが読み込まれます。
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列への定数値の設定列への定数値の設定列への定数値の設定列への定数値の設定
これは、生成するデータとしては も単純な形式です。ロード中であっても、何回ロードし
ても、このデータは変わりません。

CONSTANT パラメータパラメータパラメータパラメータ
列に定数値を設定するには、CONSTANTを指定して、その後に値を指定します。

CONSTANT  value 

CONSTANTデータは、SQL*Loader では、文字入力として認識されます。このデータは、必
要に応じてデータベース列のデータ型に変換されます。

値を引用符で囲むこともできます。特に、指定する値に空白や予約語が含まれている場合
は、必ず引用符で囲んでください。また、ターゲット列に対して必ず有効な値を指定してく
ださい。指定した値が無効な場合は、すべてのレコードが拒否されてしまいます。

2 の 32 乗 -1（4,294,967,295）より大きい数値は引用符で囲んでください。

 

列への式の値の設定列への式の値の設定列への式の値の設定列への式の値の設定
列名の後に EXPRESSIONパラメータを使用して、SQL 演算子または特別に書き込まれた
PL/SQL 関数によって返された値に、その列を設定します。EXPRESSIONパラメータの後に
続く SQL 文字列に、演算子または関数が指定されます。演算子または関数に必要なパラ
メータが適切に指定され、その演算子または関数によって返された結果が、ロード中の列の
データ型と互換性がある場合、任意の式を使用できます。

EXPRESSION パラメータパラメータパラメータパラメータ
列名、EXPRESSIONパラメータおよび SQL 文字列の組合せは、完全なフィールド指定です。

column_name EXPRESSION "SQL string"

注意注意注意注意 : CONSTANTパラメータを使用して列に NULL を設定することはで
きません。列を NULL に設定する場合は、その列については何も指定しな
いでください。これによって、Oracle でレコードをロードするときに、そ
の列に自動的に NULL が設定されます。CONSTANTおよおび値の組合せ
を指定すると、列指定は完結します。
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列へのデータ・ファイルのレコード番号の設定列へのデータ・ファイルのレコード番号の設定列へのデータ・ファイルのレコード番号の設定列へのデータ・ファイルのレコード番号の設定
RECNUMパラメータを列名の後に指定すると、レコードのロード元である論理レコードの番
号が、その列に設定されます。レコードの番号は、 初のデータ・ファイルの先頭をレコー
ド 1 として、順番にカウントされます。RECNUMは、各論理レコードが構成されるたびに増
えていきます。廃棄、スキップ、拒否またはロードされたレコードもカウントされます。
SKIP=10と指定した場合、 初にロードされるレコードの RECNUMの値は 11 になります。

RECNUM パラメータパラメータパラメータパラメータ
列名および RECNUMの組合せを指定すると、列指定は完結します。

column_name  RECNUM  

列への現在の日付の設定列への現在の日付の設定列への現在の日付の設定列への現在の日付の設定
SYSDATEを使用して列を指定すると、SQL 言語の SYSDATEパラメータで定義されているも
のと同じ、現在のシステム日付が列に設定されます。詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
の「DATEデータ型」を参照してください。

SYSDATE パラメータパラメータパラメータパラメータ
列名と SYSDATEパラメータの組合せを指定すると、列指定は完結します。

column_name  SYSDATE 

データベースの列のデータ型は、CHARまたは DATE型にしてください。列が CHAR型の場
合、日付は 'dd-mon-yy' の書式でロードされます。ロード後は、この書式でのみ日付のロー
ドができます。システム日付を DATE列にロードすると、そのシステム日付は、時間と日付
を含む様々な書式でロードできます。

新しいシステム日付 / 時間は、従来型パス・ロードで挿入されたレコードの各配列や、ダイ
レクト・パス・ロード中にロードされた各レコード・ブロックで使用されます。

列への一意の順序番号の設定列への一意の順序番号の設定列への一意の順序番号の設定列への一意の順序番号の設定
SEQUENCEパラメータは、特定の列に対して一意の値を設定します。SEQUENCEの値は、
ロードされたレコードまたは拒否されたレコードが発生するたびに増加します。廃棄または
スキップされたレコードに対しては、値は増加しません。
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SEQUENCE パラメータパラメータパラメータパラメータ
列名と SEQUENCEパラメータの組合せを指定すると、列指定は完結します。

表 6-6 では、列指定に使用されるパラメータについて説明します。

レコードが拒否された場合（書式エラーがあるか、または Oracle エラーが発生した場合）
でも、その欠落を埋めるために生成された順序番号が変更されることはありません。たとえ
ば、ある列に関して、4 つの行に順序番号 10、12、14 および 16 が割り当てられ、番号 12 の
行が拒否されたとします。この場合、挿入された 3 つの行の番号は 10、14 および 16 であっ
て、10、12 および 14 ではありません。このような処理が行われることによって、データ・
エラーが発生しても、挿入時の順番を保持できます。拒否されたデータを修正して再度挿入
する場合は、列の順序番号に一致するようにデータを手動で設定できます。

SEQUENCEパラメータの使用例の詳細は、10-12 ページの「事例 3: 自由区分形式ファイルの
ロード」を参照してください。

表表表表 6-6 列指定に使用されるパラメータ列指定に使用されるパラメータ列指定に使用されるパラメータ列指定に使用されるパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

column_name データベース内の、順序を割り当てる列の名前。

SEQUENCE 列の値を指定するには、この SEQUENCEを使用します。

COUNT 順序番号は表中にすでにあるレコード数で始まり、以降は増分
値を加えた値が設定されます。

MAX 順序番号は列の現在の 大値で始まり、以降は増分値を加えた
値が設定されます。

INTEGER 先頭となる特定の順序番号を指定します。

incr レコードがロードまたは拒否された後の順序番号の増分値。こ
れはオプションで、デフォルトは 1 です。

column name SEQUENCE (

COUNT

MAX

integer

, incr
)
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複数の表に対する順序番号の生成複数の表に対する順序番号の生成複数の表に対する順序番号の生成複数の表に対する順序番号の生成
一意の順序番号は、各表への挿入時に生成されるのではなく、各論理入力レコードに対して
生成されます。したがって、データを複数の表に挿入する場合、同じ順序番号を使用するこ
とができます。この仕様は、多くの場合に有効です。

ただし、INTO TABLE句ごとに別の順序番号を生成する場合もあります。たとえば、各入力
レコード中に 3 つの論理レコードが定義された形式のデータについて考えます。この場合、
INTO TABLE句を 3 つ使用して、レコードの 3 つの異なる部分を同じ表に挿入するように指
定できます。SEQUENCE(MAX)を使用すると、各表の 大値が採用されるため、順序番号に
一貫性がなくなります。

このレコードの順序番号を生成する場合は、挿入する 3 つの論理レコードそれぞれに対し
て、重複しない番号を生成する必要があります。1 レコード当たりの表挿入の回数を順序番
号の増分値として使用し、各挿入の順序番号をその続き番号で始めるようにします。

例例例例 : 挿入ごとの順序番号の生成挿入ごとの順序番号の生成挿入ごとの順序番号の生成挿入ごとの順序番号の生成
次に示す部門名を dept表にロードするとします。各入力レコードには部門名が 3 つ入って
います。この部門番号を自動生成する方法について考えます。

Accounting     Personnel      Manufacturing
Shipping       Purchasing     Maintenance 
... 

部門番号を重複しないように生成するには、次のような制御ファイル・エントリを作成しま
す。

INTO TABLE dept 
(deptno  SEQUENCE(1, 3), 
 dname   POSITION(1:14) CHAR) 
INTO TABLE dept 
(deptno  SEQUENCE(2, 3), 
 dname   POSITION(16:29) CHAR) 
INTO TABLE dept 
(deptno  SEQUENCE(3, 3), 
 dname   POSITION(31:44) CHAR) 

初の INTO TABLE句で生成される部門番号は 1 で、2 番目では 2 が、3 番目では 3 が生成
されます。すべての INTO TABLE 句で増分値は 3 が使用されます（増分値は各レコードに
含まれる部門名の数と一致します）。この制御ファイルでロードを実行すると、Accounting
部門は部門番号 1、Personnel 部門は部門番号 2、Manufacturing 部門は部門番号 3 でロード
されます。

また、次のレコードになると、順序番号は増分値分だけ増加するので、Shipping 部門は部門
番号 4、Purchasing 部門は部門番号 5 でロードされ、以降も同様にロードされます。
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オブジェクト、オブジェクト、オブジェクト、オブジェクト、LOB およびコレクションのおよびコレクションのおよびコレクションのおよびコレクションの

ロードロードロードロード

この章の内容は、次のとおりです。

� 列オブジェクトのロード

� オブジェクト表のロード

� REF 列のロード

� LOB のロード

� コレクション（ネストした表および VARRAY）のロード

� 動的および静的 SDF 指定

� 親表を子表から分割してのロード
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列オブジェクトのロード
列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード
制御ファイルの列オブジェクトは、その属性によって記述されています。列オブジェクトの
基になるオブジェクト型が NOT FINALであると宣言されると、制御ファイルの列オブジェ
クトは、基になるオブジェクト型から導出されたサブタイプの（導出および宣言された）属
性によって記述されます。データ・ファイルでは、列オブジェクトの各属性に対応するデー
タは、単純なリレーショナル列に対応するデータ・フィールドと同様の形式でデータ・ファ
イルに記述されています。

次に、列オブジェクトのロードに関する例を示します。

� ストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロード

� 可変レコード形式への列オブジェクトのロード

� ネストした列オブジェクトのロード

� 導出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード

� オブジェクトに対する NULL 値の指定

� ユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクトのロード

ストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロード
例 7-1 に、事前にサイズが決まっているフィールドにデータがある例を示します。終了文字
は、物理レコードの終わりを示します。オペレーティング・システムのファイル処理句

（os_file_proc_clause）のカスタム・レコード・セパレータを使用して、物理レコード
の終わりを示すこともできます。

注意注意注意注意 : SQL*Loader による列オブジェクトなどの複合データ型のサポート
によって、制御ファイル内に、2 つの同じフィールド名が存在する可能性
があります。1 つは列に対応し、もう 1 つは列オブジェクトの属性に対応
する場合です。制御ファイルに同名のフィールドが存在する場合、特定の
句がフィールド（たとえば、WHEN、NULLIF、DEFAULTIF、SID、OID、
REF、BFILEなど）を参照できるため、名前の重複が発生する場合があり
ます。

そのため、フィールドを参照する句を使用する場合は、フルネームで指定
する必要があります。たとえば、フィールド fld1が COLUMN OBJECTに
指定されており、そこにフィールド fld2が含まれる場合、NULLIFなど
の句で fld2を指定する場合は、フィールドのフルネーム fld1.fld2を
使用する必要があります。
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例例例例 7-1 ストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロードストリーム・レコード形式への列オブジェクトのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE departments
   (dept_no     POSITION(01:03)    CHAR,
    dept_name   POSITION(05:15)    CHAR,
1   dept_mgr    COLUMN OBJECT
      (name     POSITION(17:33)    CHAR,
       age      POSITION(35:37)    INTEGER EXTERNAL,
       emp_id   POSITION(40:46)    INTEGER EXTERNAL) )

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
101 Mathematics  Johny Quest       30   1024
237 Physics      Albert Einstein   65   0000

注意注意注意注意 :

1. この列オブジェクトの型指定は、ネストした列オブジェクトの記述にも繰り返し使用で
きます。

可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード
例 7-2 に、デリミタ・フィールドにデータがある例を示します。

例例例例 7-2 可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード可変レコード形式への列オブジェクトのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
1 INFILE 'sample.dat' "var 6"
INTO TABLE departments
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
2  (dept_no
   dept_name, 
   dept_mgr       COLUMN OBJECT
      (name       CHAR(30), 
      age         INTEGER EXTERNAL(5), 
      emp_id      INTEGER EXTERNAL(5)) )
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データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
3  000034101,Mathematics,Johny Q.,30,1024,
   000039237,Physics,"Albert Einstein",65,0000,

注意注意注意注意 :
1. "var"文字列には、各レコードの先頭にある長さフィールドのバイト数（この例では

6）が含まれます。値が指定されない場合、デフォルトは 5 バイトです。可変レコード
の 大サイズは、2 の 32 乗 -1 で、それ以上の値を指定するとエラーになります。

2. 位置を指定しなくても、一般構文では同じ結果（列オブジェクトの名前の後に、カッコ
で囲まれた属性のリストが続く）になります。また、省略された型指定については、デ
フォルトで長さが 255 の CHAR型になります。

3. 初の 6 バイト（斜体で示した部分）に、次のレコードの長さを指定します。これらの
長さ指定には、emp_idフィールドの後の終了記号のために無視される改行文字も含ま
れます。

ネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロード
例 7-3 に、ネストした列オブジェクト（他の列オブジェクト内にネストした 1 つの列オブ
ジェクト）の制御ファイルの記述方法を示します。

例例例例 7-3 ネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロードネストした列オブジェクトのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE `sample.dat'
INTO TABLE departments_v2
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (dept_no      CHAR(5), 
   dept_name     CHAR(30), 
   dept_mgr      COLUMN OBJECT
      (name      CHAR(30), 
      age        INTEGER EXTERNAL(3),
      emp_id     INTEGER EXTERNAL(7),
1     em_contact COLUMN OBJECT
         (name      CHAR(30), 
         phone_num  CHAR(20))))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
101,Mathematics,Johny Q.,30,1024,"Barbie",650-251-0010,
237,Physics,"Albert Einstein",65,0000,Wife Einstein,654-3210,
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注意注意注意注意 :
1. このエントリでは、列オブジェクトにネストした列オブジェクトを指定します。

導出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード導出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード導出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード導出サブタイプを使用した列オブジェクトのロード
例 7-4 に、NOT FINALのベース・オブジェクト型を拡張して新しく導出されたサブタイプ
を作成する例を示します。表定義の列オブジェクトは、ベース・オブジェクト型であると宣
言されますが、サブタイプがベース・オブジェクト型から導出される場合は、SQL*Loader
によってサブタイプを列オブジェクトにロードできます。

例例例例 7-4 サブタイプを使用した列オブジェクトのロードサブタイプを使用した列オブジェクトのロードサブタイプを使用した列オブジェクトのロードサブタイプを使用した列オブジェクトのロード

オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義

CREATE TYPE person_type AS OBJECT
  (name     VARCHAR(30),
   ssn      NUMBER(9)) not final;

CREATE TYPE employee_type UNDER person_type
  (empid    NUMBER(5));

CREATE TABLE personnel
  (deptno   NUMBER(3),
   deptname VARCHAR(30),
   person   person_type);

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE personnel
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (deptno        INTEGER EXTERNAL(3),
    deptname      CHAR,
1   person        COLUMN OBJECT TREAT AS employee_type
      (name       CHAR,
       ssn        INTEGER EXTERNAL(9),
2      empid      INTEGER EXTERNAL(5)))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
101,Mathematics,Johny Q.,301189453,10249,
237,Physics,"Albert Einstein",128606590,10030,
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注意注意注意注意 :
1. TREAT AS句で指定すると、SQL*Loader では、実際の宣言型が person_typeである

列オブジェクト personが、導出型 employee_typeであると宣言されたかのように
処理されます。

2. empid属性は employee_typeの属性であるため、ここで使用できます。TREAT AS句
が指定されていない場合、この属性は、列の宣言型の属性ではないためエラーを返しま
す。

オブジェクトに対するオブジェクトに対するオブジェクトに対するオブジェクトに対する NULL 値の指定値の指定値の指定値の指定
非スカラー・データ型で NULL 値を指定する場合、スカラー・データ型で指定するよりも複
雑です。オブジェクトは、その属性のサブセットを NULL にするか、すべての属性を
NULL（NULL オブジェクトにかぎります）にするか、またはオブジェクト自身を NULL

（アトミック NULL オブジェクト）にできます。

NULL 属性の指定属性の指定属性の指定属性の指定
オブジェクト列に対応するフィールドでは、NULLIF句を使用して、特殊属性を NULLに初
期化するフィールド条件を指定できます。例 7-5 に例を示します。

例例例例 7-5 NULLIF 句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した NULL 属性の指定属性の指定属性の指定属性の指定

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE departments
  (dept_no      POSITION(01:03)    CHAR,
  dept_name     POSITION(05:15)    CHAR NULLIF dept_name=BLANKS,
  dept_mgr      COLUMN OBJECT
1    ( name     POSITION(17:33)    CHAR NULLIF dept_mgr.name=BLANKS,
1    age        POSITION(35:37)    INTEGER EXTERNAL
                                   NULLIF dept_mgr.age=BLANKS,
1    emp_id     POSITION(40:46)    INTEGER EXTERNAL 
                NULLIF dept_mgr.emp_id=BLANKS))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
2  101             Johny Quest            1024
   237   Physics   Albert Einstein   65   0000
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列オブジェクトのロード
注意注意注意注意 :
1. 各属性に対応する NULLIF句は、属性値を NULLにする条件を示します。

2. dept_mgrの age 属性の値は NULL です。dept_nameの値も NULL です。

アトミックアトミックアトミックアトミック NULL の指定の指定の指定の指定
列オブジェクトが NULL 値（アトミック NULL）を取る条件を制御ファイルで指定するに
は、NULLIF句で使用するオブジェクトの名前は、マップ・フィールドの論理的な組合せに
基づいている必要があります（たとえば、例 7-5 では、指定されたマップ・フィールドは、
dept_no、dept_name、name、ageおよび emp_idです。dept_mgrは、データ・ファイ
ルのどのフィールドにも対応していない（マップされていない）ため、指定されたマップ・
フィールドではありません）。

前述の方法は使用可能ですが、オブジェクトが NULL 値を取るための条件が、マップ・
フィールドに依存していない場合は、理想的な方法ではありません。このような場合は、
FILLER フィールドを使用できます。

FILLER フィールドをデータ・ファイルのフィールドにマップし（列オブジェクトがアト
ミック NULL かどうかを示す）、その FILLER フィールドを列オブジェクトの NULLIF句の
フィールド条件で使用できます。この例を例 7-6 に示します。

例例例例 7-6 FILLER フィールドを使用したデータのロードフィールドを使用したデータのロードフィールドを使用したデータのロードフィールドを使用したデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE departments_v2
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (dept_no         CHAR(5),
   dept_name        CHAR(30),
1  is_null          FILLER CHAR,
2  dept_mgr         COLUMN OBJECT NULLIF is_null=BLANKS
      (name         CHAR(30) NULLIF dept_mgr.name=BLANKS, 
      age           INTEGER EXTERNAL(3) NULLIF dept_mgr.age=BLANKS,
      emp_id        INTEGER EXTERNAL(7) 
                    NULLIF dept_mgr.emp_id=BLANKS,
      em_contact    COLUMN OBJECT NULLIF is_null2=BLANKS
         (name      CHAR(30) 
                    NULLIF dept_mgr.em_contact.name=BLANKS, 
         phone_num  CHAR(20) 
                    NULLIF dept_mgr.em_contact.phone_num=BLANKS)),
1  is_null2         FILLER CHAR)
オブジェクト、LOB およびコレクションのロード 7-7



列オブジェクトのロード
データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
101,Mathematics,n,Johny Q.,,1024,"Barbie",608-251-0010,,
237,Physics,,"Albert Einstein",65,0000,,650-654-3210,n,

注意注意注意注意 :
1. FILLER フィールド（データ・ファイルがマップされており、対応する列がない）は

CHAR型（デリミタ付きフィールドであるため、CHARのデフォルトは CHAR(255)）の
フィールドです。NULLIF句は、FILLER フィールド自体には使用できません。

2. is_nullフィールドが空白の場合は、NULL（アトミック NULL）の値を取得します。

ユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクトのロードユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクトのロードユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクトのロードユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクトのロード
Oracle9i データベース・サーバーでは、すべてのオブジェクト型に対してデフォルトのコン
ストラクタが自動的に提供されます。このコンストラクタを使用するには、コンストラクタ
に対するコールで、その型のすべての属性を引数として指定する必要があります。オブジェ
クトの新しいインスタンスが作成されると、その属性は引数リスト内の対応する値を取りま
す。このコンストラクタは、属性値コンストラクタと呼ばれます。SQL*Loader では、列オ
ブジェクトのロード時に、デフォルトで属性値コンストラクタが使用されます。

1 つ以上のユーザー定義コンストラクタを作成することによって、属性値コンストラクタを
上書きできます。ユーザー定義コンストラクタを作成する場合、オブジェクトの新しいイン
スタンスが作成されると、常に、ユーザー定義論理を実行する型本体を指定する必要があり
ます。ユーザー定義コンストラクタの引数リストは、属性値コンストラクタと同じ場合もあ
りますが、型本体で実装される論理は異なります。

ユーザー定義コンストラクタのファンクションの引数リストが属性値コンストラクタの引数
リストと一致する場合、従来型パスとダイレクト・パスでは SQL*Loader の動作が異なりま
す。従来型パス・モードでは、ユーザー定義コンストラクタがコールされます。ダイレク
ト・パス・モードでは、属性値コンストラクタがコールされます。この相違点を例 7-7 に示
します。

参照参照参照参照 : 6-6 ページの「FILLER フィールドの指定」を参照してください。
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列オブジェクトのロード
例例例例 7-7 属性値コンストラクタに一致するユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクト属性値コンストラクタに一致するユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクト属性値コンストラクタに一致するユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクト属性値コンストラクタに一致するユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェクト
のロードのロードのロードのロード

オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義

CREATE TYPE person_type AS OBJECT
     (name     VARCHAR(30),
      ssn      NUMBER(9)) not final;

   CREATE TYPE employee_type UNDER person_type
     (empid    NUMBER(5),
   -- User-defined constructor that looks like an attribute-value constructor
      CONSTRUCTOR FUNCTION
        employee_type (name VARCHAR2, ssn NUMBER, empid NUMBER)
        RETURN SELF AS RESULT);

   CREATE TYPE BODY employee_type AS
     CONSTRUCTOR FUNCTION
        employee_type (name VARCHAR2, ssn NUMBER, empid NUMBER)
      RETURN SELF AS RESULT AS
   -- This UDC makes sure that the name attribute is in uppercase.
      BEGIN
        SELF.name  := UPPER(name);
        SELF.ssn   := ssn;
        SELF.empid := empid;
        RETURN;
      END;

   CREATE TABLE personnel
     (deptno   NUMBER(3),
      deptname VARCHAR(30),
      employee employee_type);

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
   INFILE *
   REPLACE
   INTO TABLE personnel
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
      (deptno        INTEGER EXTERNAL(3),
       deptname      CHAR,
       employee      COLUMN OBJECT
         (name       CHAR,
          ssn        INTEGER EXTERNAL(9),
          empid      INTEGER EXTERNAL(5)))

   BEGINDATA
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列オブジェクトのロード
1  101,Mathematics,Johny Q.,301189453,10249,
   237,Physics,"Albert Einstein",128606590,10030,

注意注意注意注意 :
1. この制御ファイルが従来型パス・モードで実行された場合、名前フィールドの Johny 

Q.および Albert Einsteinは、両方とも大文字でロードされます。これは、従来型
パス・モードではユーザー定義コンストラクタがコールされるためです。これに対し、
この制御ファイルがダイレクト・パス・モードで実行された場合、名前フィールドは入
力データに表示されているとおりにロードされます。これは、ダイレクト・パス・モー
ドでは属性値コンストラクタがコールされるためです。

引数リストが属性値コンストラクタと一致しないユーザー定義コンストラクタの作成もでき
ます。この場合は、従来型パス・モードおよびダイレクト・パス・モードの両方で、属性値
コンストラクタがコールされます。例 7-8 に示す定義について考えてみます。

例例例例 7-8 属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェク属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェク属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェク属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタを使用した列オブジェク

トのロードトのロードトのロードトのロード

オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義

CREATE SEQUENCE employee_ids
    START     WITH  1000
    INCREMENT BY    1;

   CREATE TYPE person_type AS OBJECT
     (name     VARCHAR(30),
      ssn      NUMBER(9)) not final;

   CREATE TYPE employee_type UNDER person_type
     (empid    NUMBER(5),
   -- User-defined constructor that does not look like an attribute-value 
   -- constructor
      CONSTRUCTOR FUNCTION
        employee_type (name VARCHAR2, ssn NUMBER)
        RETURN SELF AS RESULT);

   CREATE TYPE BODY employee_type AS
     CONSTRUCTOR FUNCTION
        employee_type (name VARCHAR2, ssn NUMBER)
      RETURN SELF AS RESULT AS
   -- This UDC makes sure that the name attribute is in lowercase and
   -- assigns the employee identifier based on a sequence.
        nextid     NUMBER;
        stmt       VARCHAR2(64);
      BEGIN
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列オブジェクトのロード
        stmt := 'SELECT employee_ids.nextval FROM DUAL';
        EXECUTE IMMEDIATE stmt INTO nextid;

        SELF.name  := LOWER(name);
        SELF.ssn   := ssn;
        SELF.empid := nextid; 
        RETURN;
      END;

   CREATE TABLE personnel
     (deptno   NUMBER(3),
      deptname VARCHAR(30),
      employee employee_type);

例 7-7 で説明した制御ファイルがこれらの定義に従って使用された場合、名前フィールドは、
入力データに表示されているとおりに（大文字と小文字の組合せで）ロードされます。これ
は、従来型パス・モードおよびダイレクト・パス・モードの両方で属性値コンストラクタが
コールされるためです。

SQL 式でユーザー定義コンストラクタを明示的に参照することによって、従来型パス・モー
ドを使用してこの表をロードすることもできます。例 7-9 に例を示します。

例例例例 7-9 SQL 式を使用した、属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタでの式を使用した、属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタでの式を使用した、属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタでの式を使用した、属性値コンストラクタに一致しないユーザー定義コンストラクタでの
列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード列オブジェクトのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
   INFILE *
   REPLACE
   INTO TABLE personnel
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
      (deptno        INTEGER EXTERNAL(3),
       deptname      CHAR,
       name          BOUNDFILLER CHAR,
       ssn           BOUNDFILLER INTEGER EXTERNAL(9),
       employee      EXPRESSION "employee_type(:NAME, :SSN)")

   BEGINDATA
1  101,Mathematics,Johny Q.,301189453,
   237,Physics,"Albert Einstein",128606590,
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オブジェクト表のロード
注意注意注意注意 :
1. この場合、従業員列オブジェクトが、SQL 式を使用してロードされます。この式によっ

て、正しい数の引数が含まれているユーザー定義コンストラクタが起動されます。名前
フィールドの Johny Q.および Albert Einsteinは、両方とも小文字でロードされま
す。また、各行の従業員列オブジェクトの従業員識別子は、employee_ids順序番号
から値を取ります。

例 7-9 に示した制御ファイルがダイレクト・パス・モードで使用された場合は、次のエラー
が通知されます。

SQL*Loader-00951: once/load初期化呼出しでエラーが発生しました。
ORA-26052:  SQL式の型121(列EMPLOYEE上)はサポートされていません。

オブジェクト表のロードオブジェクト表のロードオブジェクト表のロードオブジェクト表のロード
オブジェクト表のロードに必要な制御ファイルの構文は、典型的なリレーショナル表のロー
ドの場合とほぼ同じです。例 7-10 に、主キー OID を使用したオブジェクト表のロード例を
示します。

例例例例 7-10 主キー主キー主キー主キー OID を使用したオブジェクト表のロードを使用したオブジェクト表のロードを使用したオブジェクト表のロードを使用したオブジェクト表のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
DISCARDFILE 'sample.dsc'
BADFILE 'sample.bad'
REPLACE
INTO TABLE employees 
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (name    CHAR(30)                NULLIF name=BLANKS,
   age      INTEGER EXTERNAL(3)     NULLIF age=BLANKS,
   emp_id   INTEGER EXTERNAL(5))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest, 18, 007,
Speed Racer, 16, 000,

前述の制御ファイルを見ただけでは、ロードされる表がシステム生成 OID（実 OID）を持つ
オブジェクト表か、主キー OID を持つオブジェクト表か、またはリレーショナル表かを判
断できません。

すでに実 OID を含むデータをロードし、新しい OID を生成するのではなく、データ・ファ
イル内の既存の OID を使用するように指定する必要がある場合もあります。そのような場
合は、INTO TABLE句に続けて OID 句を使用します。
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オブジェクト表のロード
OID (fieldname)

この場合、fieldnameには、実 OID を含むデータ・ファイルにマップされた、フィールド
指定リストのフィールド名（通常は FILLER フィールド）を指定します。SQL*Loader では、
その指定された OID が、正しい形式で、グローバルな独自性を保持した OID であるとみな
されます。そのため、Oracle の OID ジェネレータを使用して OID を生成し、ロードされた
OID の一意性を確保する必要があります。

また、その OID 句は、主キー OID ではなく、システム生成の OID でのみ使用できます。

例 7-11 に、行オブジェクトを使用した実 OID のロード例を示します。

例例例例 7-11 OID のロードのロードのロードのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

   LOAD DATA
   INFILE 'sample.dat'
   INTO TABLE employees_v2 
1  OID (s_oid)
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
      (name    CHAR(30)                NULLIF name=BLANKS,
      age      INTEGER EXTERNAL(3)    NULLIF age=BLANKS,
      emp_id   INTEGER EXTERNAL(5),
2     s_oid    FILLER CHAR(32))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
3  Johny Quest, 18, 007, 21E978406D3E41FCE03400400B403BC3,
   Speed Racer, 16, 000, 21E978406D4441FCE03400400B403BC3,

注意注意注意注意 :
1. OID 句には、s_oidのロード・フィールドが OID を含むように指定します。カッコが

必要です。

2. s_oidに有効な 16 進数が含まれていない場合、そのレコードは拒否されます。

3. データ・ファイルの OID は文字列で、32 バイトの 16 進数として解釈されます。32 バイ
トの 16 進数は、後で 16 バイトの RAWに変換されてオブジェクト表に格納されます。
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オブジェクト表のロード
サブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロード
オブジェクト表の列オブジェクトが NOT FINALに基づいている場合、SQL*Loader によっ
て導出サブタイプをオブジェクト表にロードできます。前述のとおり、オブジェクト表に導
出サブタイプをロードする場合に必要な構文は、典型的なリレーショナル表のロードの場合
とほぼ同じです。ただし、この場合、実際に使用するサブタイプがオブジェクト表で有効で
あるかどうかを SQL*Loader で判断できるように、サブタイプに名前を指定する必要があり
ます。この概念を例 7-12 に示します。

例例例例 7-12 サブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロードサブタイプを使用したオブジェクト表のロード

オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義オブジェクト型定義

CREATE TYPE employees_type AS OBJECT
  (name     VARCHAR2(30),
   age      NUMBER(3),
   emp_id   NUMBER(5)) not final;

CREATE TYPE hourly_emps_type UNDER employees_type
  (hours    NUMBER(3));

CREATE TABLE employees_v3 of employees_type;

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

   LOAD DATA

   INFILE 'sample.dat'
   INTO TABLE employees_v3
1  TREAT AS hourly_emps_type
   FIELDS TERMINATED BY ','
     (name     CHAR(30),
      age      INTEGER EXTERNAL(3),
      emp_id   INTEGER EXTERNAL(5),
2     hours    INTEGER EXTERNAL(2))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
   Johny Quest, 18, 007, 32,
   Speed Racer, 16, 000, 20,
7-14 Oracle9i データベース・ユーティリティ



REF 列のロード
注意注意注意注意 :
1. TREAT AS句で指定すると、SQL*Loader では、実際の宣言型が employee_typeであ

るオブジェクト表が、hourly_emps_type型であると宣言されたかのように処理され
ます。

2. hours属性は hourly_emps_typeの属性であるため、ここで使用できます。TREAT 
AS句が指定されていない場合、この属性は、オブジェクト表の宣言型の属性ではない
ためエラーを返します。

REF 列のロード列のロード列のロード列のロード
SQL*Loader では、実 REF列（参照しているオブジェクトの実 OID を含む REF）、主キー
REF列、および主キーを使用可能な有効範囲なし REF列をロードできます。

実実実実 REF 列列列列
実 REF列をロードする場合、SQL*Loader では、REF列を構築する実 OID が残りのデータ
とともにデータ・ファイル内にあるとみなされます。REF列に対応するフィールドの記述
は、列名の後に REF句を記述することによって行います。

REF句には、引数として表名と OID を取ります。その引数は、定数として、または
（FILLER フィールドを使用して）動的に指定できます。適切な構文の詳細は、A-7 ページの

ref_spec を参照してください。例 7-13 に、実 REFのロード例を示します。

例例例例 7-13 実実実実 REF 列のロード列のロード列のロード列のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE departments_alt_v2
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
  (dept_no      CHAR(5),
   dept_name    CHAR(30),
1 dept_mgr     REF(t_name, s_oid),
   s_oid        FILLER CHAR(32),
   t_name       FILLER CHAR(30))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
22345, QuestWorld, 21E978406D3E41FCE03400400B403BC3, EMPLOYEES_V2,
23423, Geography, 21E978406D4441FCE03400400B403BC3, EMPLOYEES_V2,
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注意注意注意注意 :
1. 指定した表が存在しない場合、レコードは拒否されます。また、dept_mgrフィールド

自体には、データ・ファイルのフィールドはマップされません。

主キー主キー主キー主キー REF 列列列列
主キー REF列をロードするには、SQL*Loader 制御ファイルのフィールドで列名の後に REF
句を記述する必要があります。REF句には、カンマで区切ったフィールド名および定数値の
リストが引数として必要です。 初の引数は表名で、その後にロードする REF列の基になる
主キー OID を指定する引数を記述します。適切な構文の詳細は、A-7 ページの「ref_spec」
を参照してください。

SQL*Loader では、引数の順序は、参照されている表で主キー OID を作成する列の相対順序
に一致しているとみなされます。例 7-14 に、主キー REF列のロード例を示します。

例例例例 7-14 主キー主キー主キー主キー REF 列のロード列のロード列のロード列のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE departments_alt
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
 (dept_no       CHAR(5),
 dept_name      CHAR(30),
 dept_mgr       REF(CONSTANT 'EMPLOYEES', emp_id),
 emp_id         FILLER CHAR(32))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
22345, QuestWorld, 007,
23423, Geography, 000,

主キーが使用可能な有効範囲なし主キーが使用可能な有効範囲なし主キーが使用可能な有効範囲なし主キーが使用可能な有効範囲なし REF 列列列列
主キーが使用可能な有効範囲なし REF列によって、システム生成および主キーの両方の型の
REFを参照できます。このような REF列をロードするための構文は、実 REF列または主
キー REF列をロードする場合と同じです。例 7-13「実 REF 列のロード」および例 7-14「主
キー REF 列のロード」を参照してください。

主キーが使用可能な有効範囲なし REF列をロードする場合は、次の制限が適用されます。

� 単一表へのロード中は、この列からシステム生成または主キーのいずれかの型の REFの
みを参照できます。両方は参照できません。両方の型の参照を試行すると、データ行が
拒否され、参照表名が無効であることを示すエラー・メッセージが表示されます。
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� この列に有効範囲なし主キー REFをロードする場合、単一表へのロード中は、1 つのオ
ブジェクト表のみ参照できます。複数の有効範囲なし主キー REF（いくつかの REFは
オブジェクト表 X を指し、別の REFはオブジェクト表 Y を指す）をロードする場合、
次のいずれかの操作を実行する必要があります。

– 単一表へのロードを 2 回実行します。

– 有効範囲なし主キー REFのオブジェクト表名など、WHEN句によってデータのいく
つかの要素が指定されている複数の INTO TABLE句を使用して、ロードを 1 回実行
します。次に例を示します。

LOAD DATA 
INFILE 'data.dat' 

INTO TABLE orders_apk 
APPEND 
when CUST_TBL = "CUSTOMERS_PK" 
fields terminated by "," 
( 
  order_no   position(1)  char, 
  cust_tbl FILLER     char, 
  cust_no  FILLER     char, 
  cust   REF (cust_tbl, cust_no) NULLIF order_no='0' 
) 

INTO TABLE orders_apk 
APPEND 
when CUST_TBL = "CUSTOMERS_PK2" 
fields terminated by "," 
( 
  order_no  position(1)  char, 
  cust_tbl FILLER     char, 
  cust_no  FILLER     char, 
  cust   REF (cust_tbl, cust_no) NULLIF order_no='0' 
) 

この 2 つの方法のいずれも使用しない場合、データ行が拒否され、参照されている表の
名前が無効であることを示すエラー・メッセージが表示されます。

� コレクション内の有効範囲なし主キー REFは、SQL*Loader ではサポートされていませ
ん。

� この REF列にシステム生成の REFをロードする場合も、7-15 ページの「実 REF 列」で説
明されている制限が適用されます。

� この REF列に主キー REFをロードする場合も、7-16 ページの「主キー REF 列」で説明
されている制限が適用されます。
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LOB のロードのロードのロードのロード
LOB は、ラージ・オブジェクト型です。SQL*Loader では、次の LOB 型がサポートされて
います。

� BLOB: 非構造化バイナリ・データを含む内部 LOB。

� CLOB: 文字データを含む内部 LOB。

� NCLOB: 各国語キャラクタ・セットの文字を含む内部 LOB。

� BFILE: サーバー側のオペレーティング・システム・ファイルのデータベース表領域外
に格納される BLOB。

LOB は列データ型で、NCLOB以外は、オブジェクトの属性データ型です。LOB は実際の値
を持ち、その値は NULL でも「値なし（空）」でもかまいません。

XML列は、SYS.XMLTYPE型であると宣言された列です。SQL*Loader は、XML列を CLOBと
同様に処理します。次の項で説明するプライマリ・データ・ファイルまたは LOBFILES から
の LOB データのロード方法は、XML列のロードに適用できます。

LOB は非常に大きなデータであるため、SQL*Loader では、LOB データをプライマリ・デー
タ・ファイル（残りのデータを持つインライン）または LOBFILE のいずれかからロードで
きます。この項では、次の項目について説明します。

� プライマリ・データ・ファイルからの LOB データのロード

� 外部 LOBFILE（BFILE）からの LOB データのロード

� LOBFILE からの LOB データのロード

注意注意注意注意 : 主キーが使用可能な有効範囲なし REF列の場合、SQL*Loader で
は、（REFディレクティブまたはデータ行のいずれかから） 初の有効な
解析済オブジェクト表が取得され、オブジェクト表の OID 型を使用して
その単一表へのロードで参照可能な REF型が決定されます。

注意注意注意注意 : LOB フィールドに SQL 文字列は指定できません。これは、
LOBFILE_specを指定する場合も同じです。
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プライマリ・データ・ファイルからのプライマリ・データ・ファイルからのプライマリ・データ・ファイルからのプライマリ・データ・ファイルからの LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード
プライマリ・データ・ファイルから内部 LOB（BLOB、CLOBおよび NCLOB）または XML列
をロードするには、次の標準 SQL*Loader 形式を使用できます。

� 事前にサイズが決まっているフィールド

� デリミタ付きフィールド

� Length-Value Pair フィールド

これらの各形式については、次の項で説明します。

事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの LOB データデータデータデータ
例 7-15 に示すように、これは LOB データをロードする場合、 も高速で、概念的に単純な
形式です。

この形式で LOB をロードするには、ロード時のデータ型として CHARまたは RAWを使用す
る必要があります。

例例例例 7-15 事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの事前に決められたサイズのフィールドの LOB データデータデータデータ

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat' "fix 501"
INTO TABLE person_table
   (name       POSITION(01:21)       CHAR,
1  "RESUME"    POSITION(23:500)      CHAR   DEFAULTIF "RESUME"=BLANKS)

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest      Johny Quest
             500 Oracle Parkway
             jquest@us.oracle.com ...

注意注意注意注意 : ロードする LOB データは、サイズが均等ではないため、サイズが
小さいデータ・フィールドに空白を埋め込み、全 LOB データが同じサイ
ズになるようにできます。
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注意注意注意注意 :
1. RESUME が含まれているデータ・フィールドが空の場合、NULL の LOB ではなく、空

の LOB になります。DEFAULTIF句のかわりに NULLIF句を使用した場合、結果は逆に
なります。また、ロード時に、CHAR以外にも SQL*Loader のデータ型を使用できます。
たとえば、BLOBのロード時、RAWデータ型を使用する場合があります。

デリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドの LOB データデータデータデータ
この形式で、同じ列（データ・ファイルのフィールド）で異なるサイズの LOB を、問題な
く処理できます。ただし、このような柔軟性によって、SQL*Loader で区切り文字列を探し
てデータをスキャンする必要があるため、パフォーマンスに影響します。

単一キャラクタのデリミタで、文字列のデリミタを指定する場合は、データ・ファイルの
キャラクタ・セットに注意してください。データ・ファイルのキャラクタ・セットが制御
ファイルのキャラクタ・セットと異なる場合は、デリミタを 16 進文字列の表記法で指定で
きます（X'hexadecimal string'）。デリミタを実際に 16 進文字列で指定する場合は、入
力データ・ファイルのキャラクタ・セット中の有効な文字で指定する必要があります。一
方、16 進文字列で指定しない場合、デリミタは、クライアント（制御ファイル）のキャラク
タ・セットで指定してください。この場合、デリミタは、SQL*Loader によってデータ・
ファイル内で検索される前に、データ・ファイルのキャラクタ・セットに変換されます。

次のことに注意してください。

� 文字列デリミタを使用した区切り構文がサポートされます（囲みデリミタを区切りとし
ます）。

� マルチ・キャラクタの囲みデリミタの前に空白は入れられません。

� フィールドが WHITESPACEで終わる場合、先頭の空白は切り捨てられます。

例 7-16 にデリミタ付きフィールドへの LOB データのロードの例を示します。

例例例例 7-16 デリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドの LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat' "str '|'"
INTO TABLE person_table
FIELDS TERMINATED BY ','
   (name        CHAR(25),
1  "RESUME"     CHAR(507) ENCLOSED BY ’<startlob>’ AND ’<endlob>’)

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest,<startlob>        Johny Quest
                          500 Oracle Parkway
                          jquest@us.oracle.com ...   <endlob>
2  |Speed Racer, .......
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注意注意注意注意 :
1. <startlob>および <endlob>は、囲み文字列です。デフォルトのバイト長セマン

ティクスでは、CHAR(507)を使用して読み込むことができる LOB の 大長は 507 バイ
トです。文字長セマンティクスが使用された場合、 大長は 507 文字になります。詳細
は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してください。

2. レコード・セパレータ '|'は、<endlob>のすぐ後にあり、その後に改行文字が続く場
合、改行は、次のレコードの一部として解釈されます。代替方法は、レコード・セパ
レータに改行部分を作成することです（たとえば '|\n'、または 16 進では X'7C0A'）。

Length-Value Pair フィールドのフィールドのフィールドのフィールドの LOB データデータデータデータ
VARCHAR、VARCHARCまたは VARRAWデータ型を使用して、Length-Value Pair フィールド
で編成された LOB データをロードできます。このロード方法を使用すると、デリミタ付き
フィールドを使用するより高いパフォーマンスを得ることができます。ただし、柔軟性は損
なわれます（たとえば、ロード前に各 LOB の長さの確認が必要です）。例 7-17 に、
Length-Value Pair フィールドの LOB データのロード例を示します。

例例例例 7-17 Length-Value Pair フィールドへのフィールドへのフィールドへのフィールドへの LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

  LOAD DATA 
1 INFILE ’sample.dat’ "str ’<endrec>\n’"
  INTO TABLE person_table
  FIELDS TERMINATED BY ','
     (name       CHAR(25),
2    "RESUME"    VARCHARC(3,500))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
  Johny Quest,479                Johny Quest
                             500 Oracle Parkway
                             jquest@us.oracle.com
                                    ... <endrec>
3    Speed Racer,000<endrec>
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注意注意注意注意 :
1. バックスラッシュ・エスケープ文字がサポートされていない場合、例の中でレコード・

セパレータとして使用されている文字列は、16 進数の表記法で表現されます。

2. "RESUME" は、CLOB列に対応するフィールドです。制御ファイルでは、VARCHARCが
そのフィールドで、フィールド長は 3 バイト、 大サイズは 500 バイト（バイト長セマ
ンティクスで）です。文字長セマンティクスが使用された場合、長さは 3 文字で 大サ
イズは 500 文字です。詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してくだ
さい。

3. VARCHARCの lengthサブフィールドは、0（サブフィールドの値が空）です。このた
め、LOB インスタンスは、空に初期化されます。

外部外部外部外部 LOBFILE（（（（BFILE）からの）からの）からの）からの LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード
BFILEデータ型には、データベースの外側にあるオペレーティング・システム・ファイルの
非構造化バイナリ・データが格納されます。BFILE列または属性には、データを含む外部
ファイルを示すロケータが格納されます。BFILEとしてロードされるファイルは、ロード時
に存在している必要はなく、後で作成できます。SQL*Loader では、必要なオブジェクト

（サーバーのファイル・システム上の物理ディレクトリに対する論理的な別名）がすでに作
成されていると想定しています。詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - ラー
ジ・オブジェクト』を参照してください。

BFILE列に対応する制御ファイルのフィールドの記述は、列名の後に BFILE句を記述して
行います。BFILE句には、引数として DIRECTORY OBJECT

（server_directory の別名）名の後に BFILE名が必要です。いずれの引数も文字列定数とし
て指定するか、他のフィールドを介して動的にロードできます。詳細は、『Oracle9i SQL リ
ファレンス』を参照してください。

次の 2 つの BFILEのロード例を示します。例 7-18 では、1 つのファイル名のみを動的に指
定する方法を、例 7-19 では、BFILEと DIRECTORY OBJECT の両方を動的に指定する方法
を示します。

例例例例 7-18 BFILE を使用したデータのロードを使用したデータのロードを使用したデータのロードを使用したデータのロード : ファイル名のみを動的に指定ファイル名のみを動的に指定ファイル名のみを動的に指定ファイル名のみを動的に指定

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE sample.dat
INTO TABLE planets
FIELDS TERMINATED BY ','
   (pl_id    CHAR(3), 
   pl_name   CHAR(20),
   fname     FILLER CHAR(30),
1  pl_pict   BFILE(CONSTANT "scott_dir1", fname))
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データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
1,Mercury,mercury.jpeg,
2,Venus,venus.jpeg,
3,Earth,earth.jpeg,

注意注意注意注意 :
1. ディレクトリ名は引用符に囲まれており、そのまま使用されるため、文字列は大文字に

せずそのまま指定します。

例例例例 7-19 BFILE を使用したデータのロードを使用したデータのロードを使用したデータのロードを使用したデータのロード : ファイル名およびディレクトリ名を動的に指定ファイル名およびディレクトリ名を動的に指定ファイル名およびディレクトリ名を動的に指定ファイル名およびディレクトリ名を動的に指定

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA
INFILE sample.dat
INTO TABLE planets
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (pl_id    NUMBER(4), 
   pl_name   CHAR(20), 
   fname     FILLER CHAR(30),
1  dname     FILLER CHAR(20),
   pl_pict   BFILE(dname, fname) )

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
1, Mercury, mercury.jpeg, scott_dir1,
2, Venus, venus.jpeg, scott_dir1,
3, Earth, earth.jpeg, scott_dir2,

注意注意注意注意 :
1. dnameは、ロードしたファイルに対応するディレクトリ名を含む、データ・ファイルの

フィールドにマップされています。

LOBFILE からのからのからのからの LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード
LOB データは、非常に長いデータであるため、プライマリ・データ・ファイルからではな
く、LOBFILE からロードすると有効です。LOBFILE では、LOB データのインスタンスは、
フィールド（事前に決められたサイズ、デリミタ付き、Length-Value）内にあるとみなされ
ますが、これらのフィールドは、レコードに編成されていません（LOBFILE にはレコード
の概念がありません）。そのため、レコードを扱うことによって発生する処理のオーバー
ヘッドを回避できます。このようなデータの編成方法は、LOB のロードにとって理想的で
す。

LOBFILE からロードした LOB をメモリーに合せる必要はありません。SQL*Loader では、
64KB 単位で LOBFILE が読み込まれます。
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LOBFILE のデータ・フィールドは、次のいずれかの型です。

� ファイルの内容全体を読み込む単一の LOB フィールド

� サイズが決められたフィールド（固定長フィールド）

� デリミタ付きフィールド（TERMINATED BYまたは ENCLOSED BY）

PRESERVE BLANKS句は、LOBFILE から読み込むフィールドには使用できません。

� Length-Value Pair フィールド（可変長フィールド）: SQL*Loader の VARRAW、
VARCHAR、VARCHARCなどのデータ型は、この型のフィールドに使用されます。

これらの各フィールド型の使用例については、7-24 ページの「LOBFILE からの LOB データ
のロードの例」を参照してください。前述のすべてのフィールド型は、XML列のロードに使
用できます。

LOBFILE の構文については、A-8 ページの「lobfile_spec」を参照してください。

動的および静的動的および静的動的および静的動的および静的 LOBFILE 指定指定指定指定
LOBFILE を静的に指定（制御ファイルにファイル名を指定）するか、または動的に指定

（FILLERフィールドをファイル名のソースとして使用）できます。いずれの場合も、
LOBFILE が EOF で終了しない場合は、LOBFILE の終わりに到達するとファイルがクローズ
され、そのファイルからさらにデータを読み込む場合は、空のフィールドからデータを読み
込むことになります。

ただし、LOBFILE を EOF で終了する場合は、ファイルからデータを読み込むと、常に、
ファイル全体が戻されます。

同じ LOBFILE を、2 つの異なるフィールドのソースとして指定しないでください。指定す
ると、通常、2 つのフィールドで、データが別々に読み込まれます。

LOBFILE からのからのからのからの LOB データのロードの例データのロードの例データのロードの例データのロードの例
この項では、LOBFILE の異なるフィールド型からデータをロードする例を示します。

ファイル当たりファイル当たりファイル当たりファイル当たり 1 つのつのつのつの LOB  例 7-20 では、各 LOBFILE は、それぞれ 1 つの LOB のソースで
す。この方法で編成された LOB データをロードするには、LOBFILE データ型の指定に従っ
た列またはフィールド名を使用します。
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LOB のロード
例例例例 7-20 LOBFILE 当たり当たり当たり当たり 1 つのつのつのつの LOB を使用したを使用したを使用したを使用した LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat'
   INTO TABLE person_table
   FIELDS TERMINATED BY ','
   (name      CHAR(20),
1  ext_fname    FILLER CHAR(40),
2  "RESUME"     LOBFILE(ext_fname) TERMINATED BY EOF)

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest,jqresume.txt,
Speed Racer,'/private/sracer/srresume.txt',

SDF（（（（jqresume.txt））））
             Johny Quest
         500 Oracle Parkway
            ...

SDF（（（（srresume.txt））））
         Speed Racer
     400 Oracle Parkway
        ...

注意注意注意注意 :
1. FILLER フィールドは、SQL*Loader の CHARデータ型を使用して読み込まれる、40 バ

イトのデータ・フィールドにマップされています。ここでは、デフォルトのバイト長セ
マンティクスの使用を想定しています。文字長セマンティクスが使用された場合、
フィールドは 40 文字データ・フィールドにマップされます。

2. SQL*Loader では、FILLER フィールド ext_fnameの LOBFILE 名が使用されます。
（CHARデータ型を使用する）LOBFILE の 初のバイトから EOF 文字までのデータが
ロードされます。既存の LOBFILE が指定されていない場合、RESUMEフィールドは空
に初期化されます。

事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの LOB  例 7-21 では、制御ファイルの特定の列にロードする LOB の
サイズを指定します。ロード時、列にロードした LOB データは、指定したサイズとみなさ
れます。事前に決められたサイズのフィールドでは、データ解析機能を 適に実行できま
す。ただし、すべての LOB データが必ずしも同じサイズであるとはかぎりません。
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LOB のロード
例例例例 7-21 事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの事前に決められたサイズの LOB を使用したを使用したを使用したを使用した LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE person_table
FIELDS TERMINATED BY ','
   (name     CHAR(20),
1  "RESUME"    LOBFILE(CONSTANT '/usr/private/jquest/jqresume.txt')
               CHAR(2000))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest,
Speed Racer,

SDF（（（（jqresume.txt））））
             Johny Quest
         500 Oracle Parkway
            ...
             Speed Racer
         400 Oracle Parkway
            ...

注意注意注意注意 :
1. このエントリでは、現行のロード・セッション中、 後にロードされたバイト位置に続

けてロードを開始し、CHARデータ型を使用して、jqresume.txt LOBFILE から 2000
バイトのデータをロードするように指定しています。ここでは、デフォルトのバイト長
セマンティクスの使用を想定しています。文字長セマンティクスが使用された場合、
SQL*Loader では、 後にロードされた文字の直後の文字から順番に、2000 文字のデー
タがロードされます。詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してくだ
さい。

デリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドの LOB  例 7-22 では、LOBFILE がデリミタ付きフィールドである場
合の、LOB データの例を示します。この形式では、サイズの異なる LOB を同じ列にロード
しても、問題は発生しません。ただし、このような柔軟性によって、SQL*Loader で区切り
文字列を探してデータをスキャンする必要があるため、パフォーマンスに影響します。
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LOB のロード
例例例例 7-22 デリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドのデリミタ付きフィールドの LOB を使用したを使用したを使用したを使用した LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE person_table
FIELDS TERMINATED BY ','
   (name     CHAR(20),
1  "RESUME"    LOBFILE( CONSTANT 'jqresume') CHAR(2000) 
               TERMINATED BY "<endlob>\n")

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest,
Speed Racer,

SDF（（（（jqresume.txt））））
             Johny Quest
         500 Oracle Parkway
            ... <endlob>
             Speed Racer
         400 Oracle Parkway
            ... <endlob>

注意注意注意注意 :
1. CHARの 大長に 2000 が指定されているため、SQL*Loader で、フィールドの 大長を

推測でき、メモリーの使用量を 適化できます。 大長を指定する場合、小さすぎる値
は指定しないように注意してください。TERMINATED BY句は、LOB のロードを終了す
る文字列を指定します。かわりに、ENCLOSED BY句も使用できます。ENCLOSED BY句
を使用すると、LOBFILE（LOBFILE 内の LOB には順序が不要）内での LOB の相対的
な位置指定に関して、多少柔軟に対応できます。

Length-Value Pair で指定したで指定したで指定したで指定した LOB  例 7-23 では、LOBFILE の各 LOB の先頭でデータ長が定義
されています。VARCHAR、VARCHARCまたは VARRAWデータ型を使用して、この方法で編成
された LOB データをロードできます。

このロード方法を使用すると、デリミタ付きフィールドを使用するより高いパフォーマンス
を得ることができます。ただし、柔軟性は損なわれます（たとえば、各 LOB のロード前に、
LOB の長さの確認が必要です）。
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LOB のロード
例例例例 7-23 Length-Value Pair を指定したを指定したを指定したを指定した LOB を使用したを使用したを使用したを使用した LOB データのロードデータのロードデータのロードデータのロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

LOAD DATA 
INFILE 'sample.dat'
INTO TABLE person_table
FIELDS TERMINATED BY ','
   (name          CHAR(20),
1  "RESUME"       LOBFILE(CONSTANT 'jqresume') VARCHARC(4,2000))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
Johny Quest,
Speed Racer,

SDF（（（（jqresume.txt））））
2      0501Johny Quest
       500 Oracle Parkway
          ... 
3      0000

注意注意注意注意 :
1. VARCHARC(4,2000)のエントリによって、LOBFILE の LOB が Length-Value Pair 形式

であり、 初の 4 バイトが長さを示すことを SQL*Loader に指定します。この 2000と
いう値は、フィールドの 大サイズが 2000 であることを示します。ここでは、デフォ
ルトのバイト長セマンティクスの使用を想定しています。文字長セマンティクスが使用
された場合、 初の 4 文字は文字単位の長さとして解釈されます。フィールドの 大サ
イズは 2000 文字です。詳細は、5-22 ページの「文字長セマンティクス」を参照してく
ださい。

2. Johny Questの前の 0501は、次の 501 文字が LOB のデータであることを示します。

3. このエントリは、LOB が空である（NULL ではない）ことを示します。

LOBFILE からからからから LOB をロードする場合の考慮点をロードする場合の考慮点をロードする場合の考慮点をロードする場合の考慮点
LOBFILE から LOB をロードする場合は、次のことに注意してください。

� LOB および XML列のみが LOBFILE からロードできます。

� 特定の LOB のロードが失敗した場合、その LOB を含むレコードは拒否されません。か
わりに、そのレコードの LOB は、空の LOB になります。XML列の場合、LOB のロード
中に失敗すると NULL 値が挿入されます。

� LOB型の列に対するフィールドの 大長を指定する必要はありません。ただし、 大長
を指定すると、メモリー使用量の 適化のヒントに使用されます。そのため、 大長の
指定では、実際の 大長よりも小さい値を指定しないでください。
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コレクション（ネストした表および VARRAY）のロード
� LOBFILE からデータをロード中、位置指定（pos_spec）はできません。

� NULLIFまたは DEFAULTIFのフィールド条件は、LOBFILE から読み込まれたフィール
ドに基づくことはできません。

� 存在しない LOBFILE をフィールドのデータ・ソースに指定すると、そのフィールドは
初期化されて空になります。そのフィールドを空にできない場合は、NULL に初期化さ
れます。

� 表レベル・デリミタは、LOBFILE から読み込まれるフィールドには指定できません。

� 従来型パス・モードで SQL 式を使用して XML列をロードするか、LOB列を参照する場合
は、SQL*Loader で LOB データを一時 LOB として処理する必要があります。このよう
な場合のロード・パフォーマンスを 適化するには、『Oracle9i アプリケーション開発
者ガイド - ラージ・オブジェクト』の一時 LOB のパフォーマンスに関するガイドライ
ンを参照してください。

コレクション（ネストした表およびコレクション（ネストした表およびコレクション（ネストした表およびコレクション（ネストした表および VARRAY）のロード）のロード）のロード）のロード
LOB と同様、コレクションも、プライマリ・データ・ファイル（データ・インライン）また
は SDF（データ・アウトライン）のいずれかからロードできます。SDF の詳細は、7-31 ペー
ジの「SDF」を参照してください。

コレクション・データをロードする場合、コレクションに属するデータのインスタンスが終
了したことを SQL*Loader に伝える機能が必要です。これには、2 つの方法があります。

� それぞれのネストした表または VARRAYインスタンスにロードされる行または要素の数
を指定するには、DDL 構文の COUNT関数を使用します。COUNTに指定する値は、数字
または数字を含む文字列のいずれかで、制御ファイルで COUNT句よりも先に記述する
必要があります。この位置の依存性は、COUNT句に固有です。COUNT(0)または
COUNT(cnt_field)を指定して、カレント行の cnt_fieldが 0 の場合は、NULLIF
句によって上書きされないかぎり、空のコレクション（NULL ではない）になります。
詳細は、A-12 ページの「count_spec」を参照してください。

� TERMINATED BYおよび ENCLOSED BY句を使用して、一意のコレクション・デリミタを
指定します。SDF句が使用されている場合、この方法は使用できません。

制御ファイルでは、コレクションは、列オブジェクトと同様に記述します。7-2 ページの
「列オブジェクトのロード」を参照してください。一部、次のような相違点があります。

� コレクションの記述には、前述の 2 つの機能を使用します。

� コレクションの記述には、SDF を指定できます。

� 同じ SDF のファイル上にないかぎり、NULLIFまたは DEFAULTIF句では SDF のフィー
ルドを参照できません。

� フィールド名を引数として使用する句には、同じコレクションのフィールドに対する
DDL 指定でないかぎり、コレクション内のフィールド名を使用できません。
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コレクション（ネストした表および VARRAY）のロード
� フィールド・リストには、非 FILLER フィールドが 1 つと、複数の FILLER フィールドが
含まれている必要があります。VARRAYが列オブジェクトの VARRAYの場合、列オブ
ジェクトの属性は、ネストしたフィールド・リストに記述されます。

ネストした表およびネストした表およびネストした表およびネストした表および VARRAY での制限事項での制限事項での制限事項での制限事項
ネストした表および VARRAYには次の制限事項があります。

� field_listには、collection_fld_specを含めることはできません。

� VARRAY内にネストした col_obj_specには、collection_fld_specを含めること
はできません。

� field_listの一部として指定した column_nameは、VARRAYパラメータを前に付け
た column_nameと同一である必要があります。

例 7-24 に、VARRAYおよびネストした表のロード例を示します。

例例例例 7-24 VARRAY およびネストした表のロードおよびネストした表のロードおよびネストした表のロードおよびネストした表のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

   LOAD DATA
   INFILE 'sample.dat' "str '\n' "
   INTO TABLE dept
   REPLACE
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (
     dept_no       CHAR(3),
     dname         CHAR(25) NULLIF dname=BLANKS,
1    emps          VARRAY TERMINATED BY ':'
     (
       emps        COLUMN OBJECT
       (
         name      CHAR(30),
         age       INTEGER EXTERNAL(3),
2        emp_id    CHAR(7) NULLIF emps.emps.emp_id=BLANKS
     )
   ),
3   proj_cnt      FILLER CHAR(3),
4   projects      NESTED TABLE SDF (CONSTANT "pr.txt" "fix 57") COUNT (proj_cnt)
  (
    projects    COLUMN OBJECT
    (
      project_id        POSITION (1:5) INTEGER EXTERNAL(5),
      project_name      POSITION (7:30) CHAR 
                        NULLIF projects.projects.project_name = BLANKS
    )
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コレクション（ネストした表および VARRAY）のロード
  )
)

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
 101,MATH,"Napier",28,2828,"Euclid", 123,9999:0
 210,"Topological Transforms",:2

SDF（（（（pr.txt））））
21034 Topological Transforms
77777 Impossible Proof

注意注意注意注意 :
1. TERMINATED BY句では、VARRAYのインスタンス終了記号（COUNT句は使用されてい

ないことに注意）を指定します。

2. この FILLER フィールドの存在によって発生するフィールド名の競合は、フルネームに
よるフィールド参照（ドット表記法を使用）によって解決されます。

3. proj_cntは、COUNT句に対する引数として使用する FILLER フィールドです。

4. このエントリには、次のものを指定します。

– pr.txtと呼ばれる SDF をデータのソースとして指定します。また、SDF 内で固定
レコード形式を指定します。

– COUNT句が 0 の場合、コレクションは空に初期化されます。コレクションを空に初
期化するもう 1 つの方法は、DEFAULTIF句を使用する方法です。ネストした表の
フィールドの記述に対応するメイン・フィールド名は、そのネストした非 FILLER
フィールドのフィールド名、特に、列オブジェクトのフィールド名の記述と同じで
す。

SDF
SDF とプライマリ・データ・ファイルの概念は類似しています。プライマリ・データ・ファ
イルと同様に、SDF は、レコードおよびフィールドで構成されたレコードの集まりです。
SDF は、制御ファイルごとに指定されます。SDF は、大きいネストした表および VARRAYを
ロードする場合に有効です。

 

SDF を指定するには、SDFパラメータを使用します。SDFパラメータの後に、ファイル指定
文字列、または 1 つ以上のファイル指定文字列を含むデータ・フィールドにマップされた
FILLERフィールドを指定します。

注意注意注意注意 : SDF をデータ・ソースとして命名できるのは、
collection_fld_specのみです。
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動的および静的 SDF 指定
プライマリ・データ・ファイルについては、各 SDF に対して次の指定ができます。

� レコード形式（固定、ストリームまたは可変）の指定。また、ストリーム・レコード形
式が使用される場合、レコード・セパレータを指定できます。

� レコード・サイズの指定

� CHARACTERSET句を使用した、SDF のキャラクタ・セットの指定（5-16 ページの「異な
る文字コード体系の処理」を参照）。

� 特に SDF 指定（SDF 指定を含むコレクションのすべてのメンバー・フィールドまたは属
性で、LOBFILE フィールドを含むフィールドを除く）のあるフィールドに対するデ
フォルトのデリミタの指定（デリミタ指定を使用）

SDF については、次のことにも注意してください。

� 存在しない SDF をフィールドのデータ・ソースに指定すると、そのフィールドは初期化
されて空になります。そのフィールドを空にできない場合は、NULL に初期化されま
す。

� 表レベル・デリミタは、SDF から読み込まれるフィールドには指定できません。

� 64KB を超える SDF をロードするには、READSIZEパラメータを使用してより大きな物
理レコード・サイズを指定できます。コマンドラインからでも、OPTIONS句の一部と
してでも READSIZEパラメータを指定できます。

動的および静的動的および静的動的および静的動的および静的 SDF 指定指定指定指定
SDF を静的に指定（実際のファイル名を指定）するか、または動的に指定（FILLERフィー
ルドをファイル名のソースとして使用）できます。いずれの場合も、SDF の EOF に到達す
るとファイルはクローズされ、そのファイルからさらにデータを読み込む場合は、空の
フィールドからデータを読み込むことになります。

動的セカンダリ・ファイル指定では、動作は多少異なります。参照ファイルの指定が変更さ
れると、常に、古いファイルはクローズされ、データは新しい参照先ファイルの 初から読
み込まれます。

このようなデータ・ソース・ファイルの動的な切替えは、リセットの効果があります。たと
えば、SQL*Loader を使用して、現行のファイルから前回オープンしていたファイルに切り
替える場合、前回オープンしていたファイルを再オープンし、そのファイルの 初からデー
タが読み込まれます。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 4-11 ページの「READSIZE（読込みバッファ・サイズ）」

� 5-4 ページの「OPTIONS 句」

� A-11 ページの「sdf_spec」
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親表を子表から分割してのロード
同じ SDF を、2 つの異なるフィールドのソースとして指定しないでください。指定すると、
通常、2 つのフィールドは、データを別々に読み込みます。

親表を子表から分割してのロード親表を子表から分割してのロード親表を子表から分割してのロード親表を子表から分割してのロード
ネストした表の列を含む表をロードする場合、親表を子表から分割してロードする場合があ
ります。SID がロード時にわかっている場合（SID がデータとともにデータ・ファイルにあ
る場合）、親表と子表を別々にロードできます。

例 7-25 および例 7-26 に、ユーザー定義 SID を使用した親表および子表のロード方法を示し
ます。

例例例例 7-25 ユーザー定義ユーザー定義ユーザー定義ユーザー定義 SID を使用した親表のロードを使用した親表のロードを使用した親表のロードを使用した親表のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

   LOAD DATA
   INFILE 'sample.dat' "str '|\n' "
   INTO TABLE dept
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   TRAILING NULLCOLS
   ( dept_no   CHAR(3),
   dname       CHAR(20) NULLIF dname=BLANKS ,
   mysid       FILLER CHAR(32),
1  projects    SID(mysid))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
101,Math,21E978407D4441FCE03400400B403BC3,|
210,"Topology",21E978408D4441FCE03400400B403BC3,|

注意注意注意注意 :
1. mysidは、実際の SID を含むデータ・ファイルのフィールドにマップされている

FILLER フィールドで、SID句に対する引数として指定できます。

例例例例 7-26 ユーザー定義ユーザー定義ユーザー定義ユーザー定義 SID を使用した子表（ネストした格納表）のロードを使用した子表（ネストした格納表）のロードを使用した子表（ネストした格納表）のロードを使用した子表（ネストした格納表）のロード

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容

   LOAD DATA
   INFILE 'sample.dat'
   INTO TABLE dept
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   TRAILING NULLCOLS
1  SID(sidsrc)
   (project_id     INTEGER EXTERNAL(5),
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親表を子表から分割してのロード
   project_name   CHAR(20) NULLIF project_name=BLANKS,
   sidsrc FILLER  CHAR(32))

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（sample.dat））））
21034, "Topological Transforms", 21E978407D4441FCE03400400B403BC3,
77777, "Impossible Proof", 21E978408D4441FCE03400400B403BC3,

注意注意注意注意 :
1. 表レベルの SID句を指定すると、SQL*Loader によって、ネストした表の記憶表がロー

ドされます。sidsrcは、実際の SID のソースである、FILLER フィールド名です。

VARRAY 列ロード時のメモリーの問題列ロード時のメモリーの問題列ロード時のメモリーの問題列ロード時のメモリーの問題
次に、VARRAY列をロードする場合の注意事項を示します。

� VARRAYは、データベースにロードされる前にクライアント・メモリーに作成されます。
VARRAYの各要素には、データベースにロードする前に、4 バイトのクライアント・メ
モリーが必要です。そのため、1000 個の要素を持つ VARRAYをロードする場合は、
VARRAYをデータベースにロードする前に、それぞれの VARRAYインスタンスに、4000
バイト以上のクライアント・メモリーが必要です。多くの場合、SQL*Loader では、
VARRAYの構築やロードに、2 ～ 3 倍のメモリー量を必要とします。

� BINDSIZEパラメータを使用して、SQL*Loader でレコードのロードに割り当てるメモ
リーの量を指定します。BINDSIZEに指定された値に応じて、SQL*Loader で、ロード
中の各フィールドのサイズを考慮し、1 回のトランザクションでロードできる行数を判
断します。行数が多ければトランザクションは少なくなり、パフォーマンスは向上しま
す。

ただし、システムのメモリー量に制限がある場合、パフォーマンスを優先せず、
SQL*Loader で算出した値より低い値を ROWSに指定できます。

� 非常に大きい VARRAYまたは多数の小さい VARRAYが原因で、ロード中にメモリーが不
足する場合があります。この場合は、BINDSIZEまたは ROWSにより小さい値を指定
し、再ロードします。
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SQL*Loader ログ・ファイル・リファレンスログ・ファイル・リファレンスログ・ファイル・リファレンスログ・ファイル・リファレンス

SQL*Loader の実行が開始すると、ログ・ファイルが作成されます。ログ・ファイルには、
ロードの詳細な情報が含まれています。

ログ・ファイル・エントリのほとんどは、SQL*Loader が正常に実行されたことの記録です。
ただし、エラーが発生してログ・ファイル・エントリが作成される場合もあります。たとえ
ば、制御ファイルの解析中にエラーが検出されると、そのエラーはログ・ファイルに書き込
まれます。

この章の内容は、次のとおりです。

� ヘッダー情報

� グローバル情報

� 表情報

� データ・ファイル情報

� 表ロード情報

� サマリー統計

� ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統計の追加

� EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作成されるログ・ファイル
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ヘッダー情報
ヘッダー情報ヘッダー情報ヘッダー情報ヘッダー情報
ヘッダー・セクションには、次のエントリが含まれます。

� 実行日

� ソフトウェアのバージョン番号

次に例を示します。

SQL*Loader: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 11:07:28 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

グローバル情報グローバル情報グローバル情報グローバル情報
グローバル情報セクションには、次のエントリが含まれます。

� すべての入出力ファイル名

� コマンドライン引数のエコー

� 継続文字仕様

データが制御ファイルにある場合、データ・ファイルは「*」として示されます。

次に例を示します。

Control File:     LOAD.CTL
Data File:        LOAD.DAT
  Bad File:       LOAD.BAD
  Discard File:   LOAD.DSC

 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 65536 bytes
Continuation:   1:1 = '*', in current physical record
Path used:      Conventional
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表情報
表情報表情報表情報表情報
表情報セクションには、ロードされる各表について次のエントリが含まれます。

� 表名。

� ロード条件（指定されている場合）。ここでは、すべてのレコードがロードされたのか、
WHEN句で指定された条件を満たすレコードのみがロードされたのかが示されます。

� INSERT、APPENDまたは REPLACEの設定。

� 列情報。次のようなエントリが書き込まれます。

– 列名。

– 列の位置、長さ、デリミタまたはデータ型（データ・ファイルに定義されている場
合）。列の詳細は、8-4 ページの「列情報」を参照してください。

– RECNUM、SEQUENCE、CONSTANTまたは EXPRESSION（指定されている場合）。

– DEFAULTIFまたは NULLIF（指定されている場合）。

次に例を示します。

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                Position   Len  Term Encl Datatype
--------------------------------------   ---  ---- ---- ---------
   empno                           1:4     4            CHARACTER
   ename                          6:15    10            CHARACTER
   job                           17:25     9            CHARACTER
   mgr                           27:30     4            CHARACTER
   sal                           32:39     8            CHARACTER
   comm                          41:48     8            CHARACTER
   deptno                        50:51     2            CHARACTER

Column empno is NULL if empno = BLANKS
Column mgr is NULL if mgr = BLANKS
Column sal is NULL if sal = BLANKS
Column comm is NULL if comm = BLANKS
Column deptno is NULL if deptno = BLANKS
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表情報
列情報列情報列情報列情報
この項では、SQL*Loader ログ・ファイルの表情報セクションで説明した列情報について説
明します。

位置位置位置位置
次に、位置列で行われる可能性のある事項を示します。

� 位置を指定した場合は、バイト長セマンティクスが使用されているか、または文字長セ
マンティクスが使用されているかにかかわらず、位置は 1 で始まるバイト単位の値にな
ります。

� 開始位置および終了位置は、コロンで区切られます。

� 開始位置のみを指定した場合は、その位置のみが表示されます。

� 開始位置も終了位置も指定しなかった場合は、 初のフィールドに FIRSTが表示され、
他のフィールドに NEXTが表示されます。

� 開始位置が他の情報から導出された場合は、DERIVEDが表示されます。

長さ長さ長さ長さ
長さは、見出しの Lenの下にバイト単位で表示されます。この値によってフィールドの 大
サイズがわかります。この長さには、埋め込まれた長さフィールドのサイズも含まれます。
サイズは、バイト長セマンティクスか文字長セマンティクスによって異なります。たとえ
ば、バイト長セマンティクスの VARCHAR (2,10)の場合は、長さは 2（長さフィールドのサ
イズ）+10（フィールドの 大サイズ）=12 バイトになります。文字長セマンティクスの
VARCHAR (2,10)の場合は、長さはデータ・ファイルのキャラクタ・セットで文字の 大サ
イズを使用してバイト単位で計算されます。

指定された 大長を持ったフィールドの場合は、Len 列にアスタリスク（*）が 1 つ書き込ま
れます。

デリミタデリミタデリミタデリミタ
デリミタは、見出し Term（終了デリミタ）および Encl（囲みデリミタ）の下に表示されま
す。デリミタがオプションの場合は、デリミタの前に Oが置かれ、カッコで囲まれて表示さ
れます。

データ型データ型データ型データ型
データ型は、制御ファイルで指定されたものが表示されます。

SQL*Loader 制御ファイルに、日時および期間のデータ型をロードする指示句が含まれる場
合、ログ・ファイルには見出し Datatypeの下に DATE、DATETIMEまたは INTERVALパラ
メータが含まれます。適用されると、DATE、DATETIMEまたは INTERVALパラメータには
対応するマスクが続きます。次に例を示します。
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表ロード情報
Table emp, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                Position   Len  Term Encl Datatype
--------------------------------------   ---  ---- ---- ---------
   col1                           NEXT   *              DATETIME HH.MI.SSXFF AM

データ・ファイル情報データ・ファイル情報データ・ファイル情報データ・ファイル情報
データ・ファイル情報セクションは、データ・エラーが発生したデータ・ファイルについて
のみ生成されます。このセクションには、次のエントリが含まれます。

� SQL*Loader および Oracle のデータ・レコード・エラー

� 廃棄されたレコード

次に例を示します。

Record 2: Rejected - Error on table EMP.
ORA-00001:  一意制約<name>に反しています
Record 8: Rejected - Error on table emp, column deptno.
ORA-01722:  数値が無効です。
Record 3: Rejected - Error on table proj, column projno.
ORA-01722:  数値が無効です。

表ロード情報表ロード情報表ロード情報表ロード情報
表ロード情報セクションには、ロードされた表ごとに次のエントリが含まれます。

� ロードされた行の数

� ロード対象だったが、データ・エラーのためロードを拒否された行の数

� WHEN句で指定された条件に一致せず、廃棄された行の数

� 関連するフィールドがすべて NULL だった行の数

� 日付キャッシュの統計（適用される場合）

次に例を示します。

Table EMP:
25000 Rows successfully loaded.
2 Rows not loaded due to data errors.
0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
0 Rows not loaded because all fields were null.
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サマリー統計
Date Cache:
 Max Size: 2000
 Entries:  1000
 Hits:     11000
 Misses:       0

サマリー統計サマリー統計サマリー統計サマリー統計
サマリー統計セクションには、次の情報が表示されます。

� 使用された領域のサイズ。

– バインド配列のサイズ（BINDSIZEの指定に基づいて実際に使用されたサイズ）

– その他のオーバーヘッドのサイズ（BINDSIZEにかかわらず常に必要となるサイ
ズ）

� ロードの累積統計。 すべてのデータ・ファイルに関して、次のレコードの数が示されま
す。

– スキップされたレコード

– 読み込まれたレコード

– 拒否レコード

– 廃棄レコード

� 実行開始および終了時刻。

� 総経過時間。

� 総 CPU タイム。（すべてのファイル I/O を含む。ただし、バックグラウンドでの Oracle
の CPU タイムは含みません。）

次に例を示します。

Space allocated for bind array:              65336 bytes (64 rows)
Space allocated for memory less bind array:  6470 bytes

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 10:46:53 1990
Run ended on Wed Feb 27 10:47:17 1990

参照参照参照参照 : 日付キャッシュの 大サイズを調整することによってパフォーマ
ンスを向上させる方法の詳細は、9-21 ページの「日付キャッシュの値の指
定」を参照してください。
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サマリー統計
Elapsed time was:     00:00:15.62
CPU time was:         00:00:07.76

Oracle のログ用統計レポートのログ用統計レポートのログ用統計レポートのログ用統計レポート
ログ・ファイル用統計レポートは、ロードのタイプによってその内容が異なります。

� 非パーティション表については、従来型ロードの場合もダイレクト・ロードの場合も、
Oracle7 以上では統計レポートに関する変更はありません。

� パーティション表をダイレクト・ロードした場合は、表レベル統計セクションの次に、
パーティション別統計セクションが表示されます。

� 単一パーティションをロードした場合は、そのパーティション名が、表レベル統計セク
ション中に表示されます。

単一パーティションのロード情報単一パーティションのロード情報単一パーティションのロード情報単一パーティションのロード情報
単一パーティションのロード時のログ情報は、次のようになります。

� 表の列の説明の中にパーティション名が示されます。

� エラー・メッセージの中にパーティション名が示されます。

� 統計一覧の中にパーティション名が示されます。

表ロード時の統計表ロード時の統計表ロード時の統計表ロード時の統計
表のロード時の統計ログは、次のようになります。

� パーティション表をダイレクト・パス・ロードした場合、パーティション別の統計が記
録されます。

� 従来型パス・ロードの場合は、パーティション別の統計は記録されません。

� 非パーティション表をロードする場合、統計レポートに関して Oracle7 以上での変更は
ありません。

非パーティション表については、従来型ロードの場合もダイレクト・ロードの場合も、
Oracle7 以上では統計レポートに関する変更はありません。

メディア・リカバリが使用可能ではないにもかかわらず、ロギングを要求した場合、ロード
時の情報はログに記録されません。
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ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統計の追加
ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統ダイレクト・パス・ロードおよびマルチスレッドのサマリー統
計の追加計の追加計の追加計の追加

ダイレクト・パス・ロードの場合、ログには次の追加データが含まれます（ログ・ファイル
の番号は異なる場合があります）。

Column array rows:      20000
Stream buffer bytes:   256000

これらの統計の根拠は、9-21 ページの「列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズ
の指定」を参照してください。

複数 CPU システム上のダイレクト・パス・ロードでは、オプションでマルチスレッドを使
用できます。マルチスレッドが使用可能な場合（デフォルト）は、次追加統計がログに記録
されます（ログの番号は異なる場合があります）。

Total stream buffers loaded by SQL*Loader main thread:   102
Total stream buffers loaded by SQL*Loader load thread:   200

マルチスレッドの詳細は、9-23 ページの「複数 CPU システムのダイレクト・パス・ロード
の 適化」を参照してください。

EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作成されるロの使用時に作成されるロの使用時に作成されるロの使用時に作成されるロ
グ・ファイルグ・ファイルグ・ファイルグ・ファイル

外部表の機能を使用すると、制御ファイルに記述されているとおり、ロードに必要なすべて
の SQL コマンドを SQL*Loader ログ・ファイルに記述することができます。これを行うに
は、EXTERNAL_TABLEパラメータを GENERATE_ONLYに設定します。実際のロードは、
SQL*Loader を使用せずに、SQL*Plus でこれらの文を実行して、後で行うことができます。

EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLYの使用時に作成されるログ・ファイルの例を生成する
には、事例 1（10-6 ページの「事例 1: 可変長データのロード」）の次のコマンドを実行しま
す。

sqlldr scott/tiger ulcase1 EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY

次に、結果のログ・ファイルを示します。

SQL*Loader: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 11:07:28 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Control File:   ulcase1.ctl
Data File:      ulcase1.ctl
  Bad File:     ulcase1.bad
  Discard File:  none specified
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EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作成されるログ・ファイル
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Continuation:    none specified
Path used:      External Table

Table DEPT, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: INSERT

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
DEPTNO                              FIRST     *   ,  O(") CHARACTER            
DNAME                                NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
LOC                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            

CREATE DIRECTORY statements needed for files
------------------------------------------------------------------------
CREATE DIRECTORY SYS_SQLLDR_XT_TMPDIR_00000 AS '/private/adestore/krich/.ade/view_
storage/krich_dev/rdbms/demo'

CREATE TABLE statement for external table:
------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE "SYS_SQLLDR_X_EXT_DEPT" 
(
  DEPTNO NUMBER(2),
  DNAME VARCHAR2(14),
  LOC VARCHAR2(13)
)
ORGANIZATION external 
(
  TYPE oracle_loader
  DEFAULT DIRECTORY SYS_SQLLDR_XT_TMPDIR_00000
  ACCESS PARAMETERS 
  (
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE CHARACTERSET US7ASCII
    BADFILE 'SYS_SQLLDR_XT_TMPDIR_00000':'ulcase1.bad'
    LOGFILE 'ulcase1.log_xt'
    READSIZE 1048576
    SKIP 20
    FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LDRTRIM 
    REJECT ROWS WITH ALL NULL FIELDS 
    (
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EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作成されるログ・ファイル
      DEPTNO CHAR(255)
        TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '"',
      DNAME CHAR(255)
        TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '"',
      LOC CHAR(255)
        TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
    )
  )
  location 
  (
    'ulcase1.ctl'
  )
)REJECT LIMIT UNLIMITED

INSERT statements used to load internal tables:
------------------------------------------------------------------------
INSERT /*+ append */ INTO DEPT 
(
  DEPTNO,
  DNAME,
  LOC
)
SELECT 
  DEPTNO,
  DNAME,
  LOC
FROM "SYS_SQLLDR_X_EXT_DEPT"

statements to cleanup objects created by previous statements:
------------------------------------------------------------------------
DROP TABLE "SYS_SQLLDR_X_EXT_DEPT"
DROP DIRECTORY SYS_SQLLDR_XT_TMPDIR_00000

Run began on Wed Feb 27 11:07:28 2002
Run ended on Wed Feb 27 11:07:34 2002

Elapsed time was:     00:00:06.13
CPU time was:         00:00:00.20

参照参照参照参照 :

� 4-7 ページの「EXTERNAL_TABLE」を参照してください。

� 第 III 部「外部表」も参照してください。
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従来型パス・ロードおよびダイレクト・ パス・ロ
9

従来型パス・ロードおよびダイレクト・従来型パス・ロードおよびダイレクト・従来型パス・ロードおよびダイレクト・従来型パス・ロードおよびダイレクト・

パス・ロードパス・ロードパス・ロードパス・ロード

この章では、SQL*Loader の従来型パス・ロードとダイレクト・パス・ロードの方法につい
て説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� データのロード方法

� 従来型パス・ロード

� ダイレクト・パス・ロード

� ダイレクト・パス・ロードの使用

� ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの 適化

� 複数 CPU システムのダイレクト・パス・ロードの 適化

� 索引メンテナンスの回避

� ダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガー

� パラレル・データ・ロード・モデル

� 一般的なパフォーマンス改善のヒント

ダイレクト・パス・ロードを使用した例は、10-25 ページの「事例 6: ダイレクト・パス・
ロード方式を使用したデータのロード」を参照してください。その他の事例では、従来型パ
ス・ロードを使用しています。
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データのロード方法
データのロード方法データのロード方法データのロード方法データのロード方法
SQL*Loader でデータをロードするには、次の 2 つの方法があります。

� 従来型パス・ロード

� ダイレクト・パス・ロード

従来型パス・ロードでは、Oracle データベースの表に対して（1 つ以上の）SQL INSERT文
が実行されます。ダイレクト・パス・ロードでは、Oracle データ・ブロックをフォーマット
し、データ・ブロックを直接データ・ファイルに書き込むため、Oracle データベースのオー
バーヘッドが大幅に削減されます。ダイレクト・パス・ロードでは、データベース・リソー
スに対して他のユーザーとの競合が発生しないため、ディスク速度に近い速度でデータを
ロードできます。この章では、ダイレクト・パス・ロード固有の問題（制限、セキュリ
ティ、バックアップなど）について説明します。

データをロードする表はデータベース中に存在している必要があります。SQL*Loader では、
表は作成されません。すでにデータが含まれているか、または空である既存の表にロードさ
れます。

ロードを実行するには、次の権限が必要です。

� ロードする表についての INSERT権限。

� ロードする表にすでにデータが存在するために、REPLACEオプションまたは TRUNCATE
オプションを使用して古いデータを削除してから新しくデータをロードする場合には、
その表についての DELETE権限。

図 9-1 に、従来型パス・ロードおよびダイレクト・パス・ロードでのデータベースへの書込
み方法を示します。
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データのロード方法
図図図図 9-1 SQL*Loader ダイレクト・パスおよび従来型パスでのデータベースの書込みダイレクト・パスおよび従来型パスでのデータベースの書込みダイレクト・パスおよび従来型パスでのデータベースの書込みダイレクト・パスおよび従来型パスでのデータベースの書込み
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従来型パス・ロード
従来型パス・ロード従来型パス・ロード従来型パス・ロード従来型パス・ロード
従来型パス・ロード（デフォルト）では、SQL INSERT文とバインド配列バッファを使用し
て、データをデータベース表にロードします。この方法は、すべての Oracle のツール製品
および Applications で使用されます。

SQL*Loader で従来型パス・ロードを実行する場合、バッファ・リソースに関して他のすべ
てのプロセスと同等の処理が行われるため、競合が発生します。このため、ロードにかなり
の時間がかかります。また、SQL コマンドが生成され、Oracle に渡されてから実行されるた
め、さらにオーバーヘッドが発生します。

挿入が発生すると、常に、Oracle データベース・サーバーで空き領域のあるブロック（ディ
スク内に散在して、部分的に書込み可能なブロック）が検索され、そこにデータが書き込ま
れます。通常のデータベース使用の場合はそれほどでもありませんが、このアクションは大
量データのロード速度を大幅に低下させることがあります。

単一パーティションの従来型パス・ロード単一パーティションの従来型パス・ロード単一パーティションの従来型パス・ロード単一パーティションの従来型パス・ロード
従来型パス・ロードでは、SQL INSERT文を使用します。ただし、従来型パスで単一パー
ティションに対してロードする場合は、SQL*Loader で次のような形式の INSERT文のパー
ティション拡張構文を使用します。

INSERT INTO TABLE T PARTITION (P) VALUES ... 

Oracle カーネルの SQL レイヤーでは、挿入される行が指定のパーティションに対応するか
どうかを判断します。行が指定のパーティションに対応しない場合、その行は拒否され、そ
のことを示すエラー・メッセージが SQL*Loader ログ・ファイルに記録されます。

従来型パスを使用する場合従来型パスを使用する場合従来型パスを使用する場合従来型パスを使用する場合
ロードを高速にするには、従来型パス・ロードよりダイレクト・パス・ロードを使用しま
す。ただし、ダイレクト・パス・ロードにはいくつかの制限があるため、従来型パス・ロー
ドを使用する必要がある場合もあります。次のような場合には、従来型パス・ロードを使用
します。

� ロードと並行して索引付き表にアクセスする場合、またはロードと並行して索引なしの
表に挿入または更新を行う場合。

ダイレクト・パス・ロード（パラレル・ロードは除く）を使用するには、SQL*Loader
に、表への排他的書込み権限と、すべての索引への排他的読込み権限および書込み権限
が必要です。

� データをクラスタ表にロードする場合。

参照参照参照参照 : 5-24 ページの「中断された従来型パス・ロード」を参照してくだ
さい。
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ダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロードでは、クラスタ表に対するロードはサポートされていませ
ん。

� 比較的少数の行を索引付きの大きな表にロードする場合。

ダイレクト・パス・ロードでは、既存の索引を新しい索引キーとマージするために、既
存の索引をコピーします。既存の索引が非常に大きく、新しいキーの数が非常に少ない
場合は、索引をコピーする時間が、ダイレクト・パス・ロードで節約できる時間を相殺
してしまうことがあります。

� 参照整合性制約および列チェック整合性制約のある大きな表に、比較的少数の行をロー
ドする場合。

これらの制約は、ダイレクト・パスでロードした行には適用できないため、ロードが継
続している間は使用禁止になります。そして、ロードが完了した時点で表全体に適用さ
れます。表が非常に大きく、新しい行の数が少ない場合は、この処理にかかる時間が節
約した時間より多くなる可能性があります。

� レコードのロード時に、次のような状況でレコードが拒否されることを確認する場合。

– レコードの挿入で Oracle エラーが発生した場合。

– レコードが間違ってフォーマットされたため、SQL*Loader でフィールドの境界を
見つけられない場合。

– レコードが制約に違反した場合、または一意の索引を非一意にしようとした場合。

ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード
バインド配列バッファに書き込むかわりに、SQL INSERT文を使用して、バインド配列を
Oracle データベース・サーバーに渡します。ダイレクト・パス・ロードは、ダイレクト・パ
ス API を使用して、ロードされるデータをサーバーのロード・エンジンに渡します。ロー
ド・エンジンは、渡されたデータから列配列構造体を作成します。

ダイレクト・パス・ロード・エンジンは、列配列構造体を使用して Oracle データ・ブロッ
クをフォーマットし、索引キーを作成します。新しくフォーマットされたデータベース・ブ
ロックが直接データベースに書き込まれます（ホスト・プラットフォームが非同期 I/O をサ
ポートしている場合、非同期書込みを使用して 1 つの I/O 要求に対して複数のブロックを書
き込むことができます）。

内部的には、フォーマットされたブロック用に複数のバッファが使用されます。ホスト・プ
ラットフォームで非同期 I/O が可能な場合は、あるバッファに書き込んでいる間に 1 つ以上
のバッファへの書込みが行われます。この場合、I/O を伴う処理がオーバーラップするた
め、ロード・パフォーマンスが向上します。

参照参照参照参照 : 5-24 ページの「中断されたダイレクト・パス・ロード」を参照し
てください。
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ダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロード時のデータ変換ダイレクト・パス・ロード時のデータ変換ダイレクト・パス・ロード時のデータ変換ダイレクト・パス・ロード時のデータ変換
ダイレクト・パス・ロード時には、サーバー側ではなくクライアント側でデータ変換が発生
します。初期化パラメータ・ファイルの NLS パラメータ（サーバー側の言語ハンドル）は
使用されません。この動作を変更するには、SQL*Loader の制御ファイルに書式マスクを指
定する（初期化パラメータ・ファイルに NLS パラメータを設定することと同じ）か、また
は適切な環境変数を設定します。たとえば、フィールドに日付書式を指定するには、例 9-1
に示すとおり SQL*Loader の制御ファイルに日付書式を設定するか、または例 9-2 に示すと
おり環境変数 NLS_DATE_FORMATを設定します。

例例例例 9-1 SQL*Loader の制御ファイルに対する日付書式の設定の制御ファイルに対する日付書式の設定の制御ファイルに対する日付書式の設定の制御ファイルに対する日付書式の設定

LOAD DATA
INFILE 'data.dat'
INSERT INTO TABLE emp
FIELDS TERMINATED BY "|"
(
EMPNO NUMBER(4) NOT NULL,
ENAME CHAR(10),
JOB CHAR(9),
MGR NUMBER(4),
HIREDATE DATE 'YYYYMMDD',
SAL NUMBER(7,2),
COMM NUMBER(7,2),
DEPTNO NUMBER(2)
)

例例例例 9-2 環境変数環境変数環境変数環境変数 NLS_DATE_FORMAT の設定の設定の設定の設定

UNIX の Bourne または Korn シェルの場合 :

% NLS_DATE_FORMAT='YYYYMMDD'
% export NLS_DATE_FORMAT

UNIX の csh の場合 :

%setenv NLS_DATE_FORMAT='YYYYMMDD'

パーティション表またはサブパーティション表のダイレクト・パス・ロードパーティション表またはサブパーティション表のダイレクト・パス・ロードパーティション表またはサブパーティション表のダイレクト・パス・ロードパーティション表またはサブパーティション表のダイレクト・パス・ロード
パーティション表またはサブパーティション表へロードする場合は、SQL*Loader によって、
行がパーティション化され、索引（索引もパーティション化できます）がメンテナンスされ
ます。パーティション表またはサブパーティション表のダイレクト・パス・ロードは、パー
ティションまたはサブパーティションの多い表の場合、非常に多くのリソースを使用するこ
とに注意してください。
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ダイレクト・パス・ロード
単一パーティションまたはサブパーティションのダイレクト・パス・ロード単一パーティションまたはサブパーティションのダイレクト・パス・ロード単一パーティションまたはサブパーティションのダイレクト・パス・ロード単一パーティションまたはサブパーティションのダイレクト・パス・ロード
パーティション表の単一パーティションまたはサブパーティションをロードするとき、
SQL*Loader によって、行がパーティション化され、SQL*Loader 制御ファイルに指定され
たパーティションまたはサブパーティションにマップできない行はすべて拒否されます。
ロードされるデータのパーティションまたはサブパーティションに対応するローカル索引
パーティションは、SQL*Loader によってメンテナンスされます。単一パーティションまた
はサブパーティションのダイレクト・パス・ロードでは、グローバル索引はメンテナンスさ
れません。ただし、ダイレクト・パスで単一パーティションに対してロードする場合、
SQL*Loader では次のような形式の LOAD文のパーティション拡張構文を使用します。

LOAD INTO TABLE T PARTITION (P) VALUES ... 

LOAD INTO TABLE T SUBPARTITION (P) VALUES ... 

パーティション表またはサブパーティション表の 1 つのパーティションをロードしている間
も、その表の他のパーティションに対しては DML 操作やダイレクト・パス・ロードを行う
ことができます。

ダイレクト・パス・ロードでは、データベース処理は 小限に抑えられますが、ロードの開
始時と終了時に、それぞれロードの初期化と終了処理のために Oracle データベース・サー
バーに対するコールが数回実行されます。また、ロードの初期化中に必要な DML ロックが
かけられ、ロード終了時に解除されます。ロード中には、索引キーが作成されてソートに使
用されたり、必要に応じて新しいエクステントを取得するために領域管理ルーチンを使用す
ることによって、データ・セーブポイントの上限（ 高水位標）を調整するなどの動作も発
生します。上限の調整については、9-13 ページの「データ・セーブを使用したデータ損失の
防止」参照してください。

注意注意注意注意 : 複数のパーティションに対してダイレクト・パス・ロードを実行
する場合に領域エラーが発生すると、ロードは直前のコミット・ポイント
にロールバックされます。コミット・ポイントが存在しない場合、ロード
全体がロードバックされます。これによって、領域エラー後に検出された
データが異なるパーティションに書き込まれることがなくなります。

ROWSパラメータを使用して、コミット・ポイントの頻度を指定できます。
ROWSパラメータが指定されていない場合は、ロード全体がロールバック
されます。
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ダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロードのメリットダイレクト・パス・ロードのメリットダイレクト・パス・ロードのメリットダイレクト・パス・ロードのメリット
ダイレクト・パス・ロードは、従来型パス・ロードよりも処理が高速です。その理由は次の
とおりです。

� 一部使用中の部分ブロックを使用しないため、空きブロックを探すための読込み処理が
不要で、書込みも少なくなります。

� SQL*Loader は SQL INSERT文を実行しないため、Oracle データベースの処理負荷が減
ります。

� 表と索引をロード開始時にロックするように Oracle に要求し、ロード完了時にロック解
除を要求します。これに対し、従来型パス・ロードでは、行配列ごとに Oracle を 1 回
コールして、SQL INSERT文を処理します。

� マルチ・ブロックの非同期 I/O を使用してデータベース・ファイルに書き込みます。

� ダイレクト・パス・ロードを使用するプロセスは、Oracle のバッファ・キャッシュを使
用するのではなく、そのプロセス独自の書込み I/O を実行します。これによって、他の
Oracle ユーザーとの競合を 少にします。

� SORTED INDEXES オプションを指定すると、使用システムまたはインストール環境に
固有の高性能ソート・ルーチンを使用して、データを事前にソートしておくことができ
ます。

� ロードする表が空の場合、事前ソート・オプションを使用すると索引作成のソート段階
とマージ段階を省略できます。索引は、データの挿入時に作成されます。

� インスタンス障害からのリストアに、REDO ログ・ファイル・エントリは必要ありませ
ん。したがって、次の場合は、ロード時のログを記録する時間は不要です。

– Oracle の動作モードが NOARCHIVELOGの場合

– UNRECOVERABLEパラメータの値が Yの場合

– ロードするオブジェクトの NOLOG属性が設定されている場合

詳細は、9-15 ページの「インスタンス・リカバリおよびダイレクト・パス・ロード」を
参照してください。

ダイレクト・パス・ロード使用上の制限ダイレクト・パス・ロード使用上の制限ダイレクト・パス・ロード使用上の制限ダイレクト・パス・ロード使用上の制限
ダイレクト・パス・ロードを使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

� 表がクラスタ化されていないこと。

� ロードする表に未処理のアクティブ・トランザクションがないこと。

この条件が満たされているかどうかを確認するには、MONITOR TABLEという OEM コ
マンドを使用して、ロードする表のオブジェクト ID を検索します。次に、MONITOR 
LOCKコマンドを使用して、表にロックがかけられているかどうか調べます。
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ダイレクト・パス・ロード
� Oracle9i より前のバージョンの Oracle データベース・サーバーでは、クライアントと
サーバーが同じバージョンである場合のみ、SQL*Loader のダイレクト・パス・ロード
を実行できます。また、Oracle9i のデータのダイレクト・パス・ロードは、以前のバー
ジョンのデータベースに対しては実行できません。たとえば、ダイレクト・パス・ロー
ドを使用して、Oracle9i リリース 1（9.0.1）のデータベースから Oracle8i リリース 8.1.7
のデータベースに、データはロードできません。

ただし、Oracle9i 以上のバージョンでは、クライアントおよびサーバーの両方が
Oracle9i 以上であるかぎり、異なるバージョン間で SQL*Loader のダイレクト・パス・
ロードを実行できます。たとえば、Oracle9i リリース 1（9.0.1）のデータベースから
Oracle9i リリース 2（9.2）のデータベースへのダイレクト・パス・ロードを実行できま
す。

次の機能は、ダイレクト・パス・ロードでは使用できません。

� VARRAYのロード

� 親表を子表とともにロード

� BFILE列のロード

単一パーティションのダイレクト・パス・ロードでの制限単一パーティションのダイレクト・パス・ロードでの制限単一パーティションのダイレクト・パス・ロードでの制限単一パーティションのダイレクト・パス・ロードでの制限
前述の制限に加え、単一のパーティションをロードするときには次の制限があります。

� パーティションのある表に、グローバル索引が定義されていないこと。

� パーティションのある表に対して、参照制約および CHECK 制約が使用禁止（Disable）
であること。

� トリガーが使用禁止（Disable）であること。

ダイレクト・パスを使用する場合ダイレクト・パスを使用する場合ダイレクト・パスを使用する場合ダイレクト・パスを使用する場合
前述の制限のいずれにも該当しない場合は、次のようなときにダイレクト・パス・ロードを
使用してください。

� 短時間で大量のデータをロードする必要がある場合。ダイレクト・パス・ロードによっ
て、大量のデータを高速ロードし、索引付けできます。表が空であるかどうかにかかわ
らず、データをロードできます。

� 大のパフォーマンスを得るため、データをパラレルでロードする場合。詳細は、9-29
ページの「パラレル・データ・ロード・モデル」を参照してください。
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ダイレクト・パス・ロードの使用
整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約
ダイレクト・パス・ロード時には、すべての整合性制約が適用されます。ただし、すべての
制約が同時に適用されるとはかぎりません。ロード中には NOT NULL制約が施行されます。
これらの制約に従っていないレコードは拒否されます。

ロード中およびロード後に、一意制約が施行されます。一意制約に違反するレコードは拒否
されます（制約違反が検出されると、そのレコードはメモリー内で使用不可になります）。

他の行または表に依存する整合性制約（参照制約など）は、ダイレクト・パス・ロード実行
前に使用禁止になります。そのため、ロード後に再び使用可能にする必要があります。
REENABLEを指定すると、これらの制約はロード終了時に自動的に使用可能に戻されます。
制約が再び使用可能になった時点で、表全体（すべての行）に対してチェックが行われま
す。このチェックでエラーが見つかった行は、指定されたエラー・ログに書き込まれます。
詳細は、9-24 ページの「ダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガー」を参照してくだ
さい。

ダイレクト・パスのフィールド・デフォルトダイレクト・パスのフィールド・デフォルトダイレクト・パスのフィールド・デフォルトダイレクト・パスのフィールド・デフォルト
ダイレクト・パス・ロードを使用する場合、データベースに定義されているデフォルトの列
指定は使用できません。デフォルト値を設定するフィールドに対しては、DEFAULTIF句を
使用して指定する必要があります。DEFAULTIF句が指定されておらず、フィールドが NULL
である場合は、NULL 値がデータベースに挿入されます。

シノニムへのロードシノニムへのロードシノニムへのロードシノニムへのロード
ダイレクト・パス・ロードでは、表のシノニムにデータをロードできます。ただし、そのた
めには、そのシノニムが表を直接指している必要があります。シノニムがビューのシノニム
であるか、他のシノニム用のシノニムである場合は、データはロードできません。

ダイレクト・パス・ロードの使用ダイレクト・パス・ロードの使用ダイレクト・パス・ロードの使用ダイレクト・パス・ロードの使用
この項では、SQL*Loader のダイレクト・パス・ロードの使用方法を説明します。

ダイレクト・パス・ロードのセットアップダイレクト・パス・ロードのセットアップダイレクト・パス・ロードのセットアップダイレクト・パス・ロードのセットアップ
ダイレクト・パス・ロード用にデータベースを準備するには、セットアップ・スクリプトの
catldr.sqlを実行し、必要なビューを作成します。このスクリプトは、ダイレクト・ロー
ドを行う予定のデータベースそれぞれに対して 1 回のみ実行します。データベースのインス
トール時に、ダイレクト・ロードを実行することがわかっている場合は、データベースのイ
ンストール中にこのスクリプトを実行することもできます。
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ダイレクト・パス・ロードの指定ダイレクト・パス・ロードの指定ダイレクト・パス・ロードの指定ダイレクト・パス・ロードの指定
SQL*Loader をダイレクト・パス・ロード・モードで起動するには、次の形式で、コマンド
ラインまたはパラメータ・ファイル（使用している場合）の DIRECTパラメータに trueを
設定します。

DIRECT=true

索引の作成索引の作成索引の作成索引の作成
一時記憶域を使用すると、ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスが向上します。各ブ
ロックがフォーマットされた後、新しい索引キーがソート（一時）セグメントに挿入されま
す。ロードが終了すると、古い索引と新しいキーがマージされ、新しい索引が作成されま
す。古い索引、ソート（一時）セグメント、新しい索引セグメントでは、すべてのマージが
完了するまで記憶域が必要です。 後に、古い索引と一時セグメントが削除されます。

従来型パス・ロードでは、行が挿入されるたびに索引が更新されます。この方法では一時記
憶域は不要ですが、処理に時間がかかります。

パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
メモリーに制限があるシステムでパフォーマンスを向上するには、SINGLEROWパラメータ
を使用します。詳細は、5-38 ページの「SINGLEROW オプション」を参照してください。

複数の索引が作成されると、古い索引の他に、各索引に対応する一時セグメントが同時に存
在するようになります。次に、新しいキーは一度に 1 索引ずつ古い索引とマージされます。
新しい各索引が作成されると、古い索引とそれに対応する一時セグメントは削除されます。

参照参照参照参照 :

� 10-25 ページの「事例 6: ダイレクト・パス・ロード方式を使用した
データのロード」を参照してください。

� ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの 適化に使用可能なパ
ラメータの詳細は、9-17 ページの「ダイレクト・パス・ロードのパ
フォーマンスの 適化」を参照してください。

� 複数 CPU システムまたは分散システムでダイレクト・パス・ロード
を使用する場合は、9-23 ページの「複数 CPU システムのダイレク
ト・パス・ロードの 適化」を参照してください。

注意注意注意注意 : ダイレクト・ロード時にデータの事前ソートを指定してあり、既
存の索引が空である場合、一時セグメントは不要で、マージも行われませ
ん。この場合は、索引にキーが直接付加されます。詳細は、9-17 ページの

「ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの 適化」を参照してくだ
さい。
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ダイレクト・パス・ロードの使用
一時セグメント記憶域要件一時セグメント記憶域要件一時セグメント記憶域要件一時セグメント記憶域要件
新しい索引キーの格納に必要な一時セグメント領域の大きさ（バイト単位）を計算するに
は、次の式を使用します。

1.3 * key_storage

この式では、キー記憶域が次のように定義されます。

key_storage = (number_of_rows) *
     ( 10 + sum_of_column_sizes + number_of_columns )

この式における列（column）とは、索引の列を意味します。ここでは、1 列につき 1 バイト
を使用しています。さらに、ROWIDやその他のオーバーヘッドとして 1 行につき 10 バイト
を計算に入れています。

定数 1.3 は、ソートに必要な追加領域の平均的な大きさを反映しています。この値は、デー
タの順序がきわめてランダムな場合に有効です。データが逆の順序に並んでいると、ソート
には 2 倍のキー記憶域が必要となるため、そのときは定数値を 2.0 とします。ただし、これ
は 悪の場合です。

データが完全にソートされている場合は、索引エントリを格納できる領域のみが必要なた
め、そのときの定数の値は 1.0 に下がります。詳細は、9-17 ページの「高速索引付けのため
のデータの事前ソート」を参照してください。

使用禁止状態（使用禁止状態（使用禁止状態（使用禁止状態（Index Unusable）のままの索引）のままの索引）のままの索引）のままの索引
ロードされているデータ・セグメントが、その索引の索引セグメントより新しいものになる
と、SQL*Loader によって索引が索引使用禁止状態になります。

SQL 文が索引使用禁止状態の索引を参照しようとすると、エラーが発生します。ダイレク
ト・パス・ロードの実行時に、次のような状況が発生すると、索引またはパーティション索
引のパーティションは索引使用禁止状態になります。

� SQL*Loader で索引のための領域が少なくなり、索引が更新できない場合。

� データが SORTED INDEXES句で指定した順序になっていない場合。

� インスタンス障害が発生したか、または索引作成中に Oracle シャドウ・プロセスが失敗
した場合。

� 一意の索引内に重複キーがある場合。

� データ・セーブポイントを使用中、データ・セーブポイント発生後にロードが正常に実
行されないか、またはキーボードからの中断によって終了された場合。

参照参照参照参照 : 索引のサイズを計算する方法および記憶域パラメータを設定する
方法の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してくださ
い。
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ある索引が索引使用禁止状態かどうかを調べるには、次に示す簡単な問合せを実行します。

SELECT INDEX_NAME, STATUS
   FROM USER_INDEXES 
   WHERE TABLE_NAME = 'tablename';

表の所有者でない場合は、USER_INDEXESのかわりに、ALL_INDEXESまたは
DBA_INDEXESを検索してください。

ある索引パーティションが使用禁止状態かどうかを調べるには、次に示す問合せを実行しま
す。

SELECT INDEX_NAME, 
       PARTITION_NAME,
       STATUS FROM USER_IND_PARTITIONS
       WHERE STATUS != 'VALID';

表の所有者でない場合は、USER_IND_PARTITIONSのかわりに、ALL_IND_PARTITIONS
および DBA_IND_PARTITIONSを検索します。

データ・セーブを使用したデータ損失の防止データ・セーブを使用したデータ損失の防止データ・セーブを使用したデータ損失の防止データ・セーブを使用したデータ損失の防止
データ・セーブを使用して、インスタンス障害によるデータ損失を回避できます。前回の
セーブポイント実行前にロードされたデータはすべて、インスタンス障害に対して保護され
ます。インスタンス障害が発生した後でロードを続行するには、障害前に処理された入力
ファイルの行数を調べ、SKIPパラメータを使用して処理済の行をスキップします。

表に索引がある場合には、まず索引を削除してからロードを続行します。ロードの終了後、
索引を再作成してください。メディア障害およびインスタンス・リカバリの詳細は、9-14
ページの「ダイレクト・パス・ロード時のデータ・リカバリ」を参照してください。

ROWS パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用
ROWSパラメータには、ダイレクト・パス・ロードでデータ・セーブを行う間隔を設定しま
す。ROWSに指定する値は、データベースへの挿入を保存する前に、SQL*Loader によって
入力ファイルから読み込まれる行数です。

データ・セーブに対して指定する行数は、概数です。ダイレクト・ロードでは、常に Oracle
データベース・ブロックと同じ形式のデータ・バッファをデータの処理単位としています。
したがって、データ・セーブされるデータ行の実際の数は、データベース・ブロックにおけ
る行数の倍数に切り上げられます。

注意注意注意注意 : SQL*Loader ではデータのロードが完了するまで索引が作成されな
いため、索引はデータ・セーブでは保護されません（事前ソートされた
データを空の表にロードする場合にかぎり、ロード中に索引が作成されま
すが、その場合も索引は保護されません）。
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ダイレクト・パス・ロードの使用
SQL*Loader では、必ずデータベース・ブロックの充填に必要な行数が読み込まれます。廃
棄されるか、受付けを拒否されたレコードは削除され、残されたレコードがデータベースに
挿入されます。セーブする前に挿入される実際の行数は、指定された行数をデータベース・
ブロックの行数の倍数に切り上げた値から、廃棄および拒否されたレコード数を引いた値と
なります。

データ・セーブは負荷の高い操作です。データ・セーブの間隔が 15 分以上になるように、
ROWSを十分高い値に設定してください。これによって、長時間のダイレクト・パス・ロー
ドの実行中にインスタンス障害が発生したときに、損失する作業量の上限（ 高水位標）を
指定できます。ROWSに小さい数値を設定すると、パフォーマンスが低下します。

データ・セーブとコミットデータ・セーブとコミットデータ・セーブとコミットデータ・セーブとコミット
従来型ロードでは、ROWSはコミットの前に読み込む行数を意味します。ダイレクト・ロー
ドにおけるデータ・セーブは、従来型ロードにおけるコミットと同様ですが、異なる部分も
あります。

類似点は次のとおりです。

� データ・セーブを行うと他のユーザーもその行を参照できます。

� データ・セーブ後は、行をロールバックできません。

一方、従来型との主な相違点は、ダイレクト・パス・ロードのデータ・セーブではロードが
完了するまで索引が使用できない（索引使用禁止状態）ということです。

ダイレクト・パス・ロード時のデータ・リカバリダイレクト・パス・ロード時のデータ・リカバリダイレクト・パス・ロード時のデータ・リカバリダイレクト・パス・ロード時のデータ・リカバリ
ダイレクト・パス・ロード方法を指定すると、SQL*Loader のデータ・リカバリ機能が完全
にサポートされます。リカバリには大きく分けて 2 種類あります。

� メディア・リカバリは、損失したデータベース・ファイルをリカバリします。データ
ベース・ファイルを損失した場合に、それをリカバリできるようにするには、
ARCHIVELOGモードで実行する必要があります。

� インスタンス・リカバリは、障害が発生する前にメモリー内でデータが変更されたが、
ディスクに書き込まれる前に障害のため失われてしまったというシステム障害をリカバ
リします。Oracle データベース・サーバーでは、REDO ログ・ファイルがアーカイブさ
れていない場合も、インスタンス障害をリカバリできます。

参照参照参照参照 : リカバリの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照
してください。
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メディア・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードメディア・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードメディア・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードメディア・リカバリおよびダイレクト・パス・ロード
REDO ログ・ファイル・アーカイブ機能が使用可能になっている（ARCHIVELOGモードで実
行している）場合、ダイレクト・パスでロードしたデータは、SQL*Loader によってログに
記録されます。それによって、メディア・リカバリが可能になります。REDO ログ・ファイ
ル・アーカイブの機能が使用可能になっていない（NOARCHIVELOGモードで実行している）
場合、メディア・リカバリはできません。

ロード中に失われたデータベース・ファイルをリカバリするには、従来型パスでロードした
データをリカバリするときと同じ方法を使用してください。

1. 影響を受けたデータベース・ファイルの 新のバックアップをリストアします。

2. RECOVERコマンドを使用して、表領域をリカバリします。

インスタンス・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードインスタンス・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードインスタンス・リカバリおよびダイレクト・パス・ロードインスタンス・リカバリおよびダイレクト・パス・ロード
データベース・ファイルは、SQL*Loader によって直接書き込まれます。そのため、インス
タンスを再起動すると、 後にデータをセーブした時点までに挿入したすべての行が、自動
的にデータベース・ファイルに存在します。変更が REDO ログ・ファイルに記録されてい
なくても、インスタンス・リカバリは可能です。

インスタンス障害が発生すると、作成中の索引は索引使用禁止状態のままになります。使用
禁止状態の索引は、表またはパーティションを使用する前に再構築する必要があります。索
引が索引使用禁止状態のままであるかどうかを調べる方法については、9-12 ページの「使用
禁止状態（Index Unusable）のままの索引」を参照してください。

LONG 型データ・フィールドのロード型データ・フィールドのロード型データ・フィールドのロード型データ・フィールドのロード
SQL*Loader の 大バッファ・サイズよりも長いデータをダイレクト・パスでロードするに
は、LOB を使用します。大きい値のストリーム・サイズを使用してこれを行うと、パフォー
マンスを向上できます。

次の項で説明するように、PIECEDパラメータを使用すると、 大バッファ・サイズより長
いデータもロードできますが、LOB を使用することをお薦めします。

参照参照参照参照 : RECOVERコマンドの詳細は、『Oracle9i ユーザー管理バックアッ
プおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 7-18 ページの「LOB のロード」

� 9-21 ページの「列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの
指定」
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PIECED としてのデータのロードとしてのデータのロードとしてのデータのロードとしてのデータのロード
データが論理レコードの 終列である場合、PIECEDパラメータを使用すると、データをセ
クションごとにロードできます。

列を PIECEDと宣言することによって、LONGフィールドを複数の物理レコード（ピース）
に分割することが、ダイレクト・パス・ローダーに通知されます。この場合、SQL*Loader
では、LONGフィールドの各ピースが物理レコード内で検索された順序で処理されます。レ
コードが処理される前に、フィールドのすべてのピースが読み込まれます。SQL*Loader で
は、格納前の LONGフィールドは具体化されません。ただし、レコードが処理される前に、
フィールドのすべての部分が読み込まれます。

列を PIECEDと宣言する場合、次の制約が適用されます。

� このオプションはダイレクト・パスでのみ有効です。

� 1 つの表につき 1 フィールドのみを PIECEDにできます。

� PIECEDフィールドは論理レコードの 終フィールドである必要があります。

� WHEN句、NULLIF句または DEFAULTIF句では、PIECEDフィールドを使用できません。

� 論理レコード内の PIECEDフィールドの領域は、他のフィールドの領域と重複してはい
けません。

� PIECEDに対応するデータベースの列を索引に含めることはできません。

� 拒否されたレコードに PIECEDフィールドが含まれている場合は、不良ファイルからそ
のレコードをロードできません。

たとえば、1 つの PIECEDフィールドが 3 つのレコードにまたがっているとします。
SQL*Loader では、 初のレコードから PIECED フィールドの第一分割がロードされ、
次に同じバッファを使用して 2 番目のレコードから第二分割がロードされます。その
後、同じバッファを使用して同様に 3 番目のレコードがロードされます。ここでエラー
が検出されると、 初の 2 つのレコードはすでにバッファには存在しないため、3 番目
のレコードのみが不良ファイルに書き込まれます。その結果、不良ファイルにあるレ
コードが無効となります。
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ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの最適化
ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの最適化ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの最適化ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの最適化ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスの最適化
ダイレクト・パス・ロードでは、使用する時間と一時記憶域を制御できます。

時間を 小化するには、次の方法があります。

� 記憶域の事前割当て

� データの事前ソート

� データ・セーブの回数の削減

� REDO ログの 小限の使用

� 配列行の列数およびストリーム・バッファのサイズを指定

� 日付キャッシュの値の指定

領域を 小化するには、次の方法があります。

� ロード前のデータのソート時に、 も多くの一時記憶域を必要とする索引でデータを
ソートします。

� ロード中の索引メンテナンスを回避します。

高速ロードのための記憶域の事前割当て高速ロードのための記憶域の事前割当て高速ロードのための記憶域の事前割当て高速ロードのための記憶域の事前割当て
SQL*Loader では、必要に応じて自動的に表にエクステントが追加されますが、これには時
間がかかります。新しい表へ高速にロードするには、表の作成に必要なエクステントを事前
に割り当ててください。

表に必要な領域を計算するには、『Oracle9i データベース管理者ガイド』のデータベース・
ファイルの管理の説明を参照してください。必要な領域を割り当てるには、SQL の CREATE 
TABLE文で INITIALまたは MINEXTENTS句を使用します。

別の方法として、エクステントの割当て回数が減るようにエクステントのサイズを十分に大
きくする方法もあります。

高速索引付けのためのデータの事前ソート高速索引付けのためのデータの事前ソート高速索引付けのためのデータの事前ソート高速索引付けのためのデータの事前ソート
索引付き列を基準にしてデータを事前ソートすると、ダイレクト・パス・ロードのパフォー
マンスを改善できます。事前ソートを行うと、ロード時の一時記憶要件を 小限に抑えるこ
とができます。また、事前ソートでは、ご使用のオペレーティング・システムまたはアプリ
ケーション用に 適化された高性能ソート・ルーチンを利用できます。

データが事前ソートされていて既存の索引が空でない場合は、事前ソートによって、新しい
キーに必要な一時セグメント領域の大きさを 小にできます。ソート・ルーチンは、新しい
各キーをキー・リストに追加します。

ソート用の追加領域は必要なく、キーのための領域のみが必要となります。必要な記憶域の
大きさを計算するには、ソート係数として 1.3 ではなく 1.0 を使用してください。必要な記
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憶域要件の見積りについては、9-12 ページの「一時セグメント記憶域要件」を参照してくだ
さい。

事前ソートを指定していて既存の索引が空である場合は、 大効率が実現します。新しい
キーが索引に挿入されるのみです。一時セグメントと新しい索引が古い空の索引と同時に存
在するのではなく、新しい索引のみが存在します。したがって、一時記憶域は不要であり、
時間も短縮できます。

SORTED INDEXES 句句句句
データを事前ソートしている索引を指定します。この句は、ダイレクト・パス・ロードでの
み使用できます。10-25 ページの「事例 6: ダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータ
のロード」を参照してください。

一般に、SORTED INDEXES句では 1 つの索引のみを指定します。通常、これは、ある索引で
ソートされたデータは、別の索引にとって正しい順序とは限らないためです。ただし、複数
の索引のデータの順序が同じである場合は、索引すべてを同時に指定できます。

SORTED INDEXES句で指定した索引はすべて、ダイレクト・パス・ロードを開始する前に作
成する必要があります。

未ソートのデータ未ソートのデータ未ソートのデータ未ソートのデータ
SORTED INDEXES句で索引を指定しても、データがその索引でソートされていない場合は、
ロード終了時に索引は索引使用禁止状態のままになります。データは存在していますが、索
引を使用しようとするとエラーになります。索引使用禁止状態の索引がある場合は、ロード
後に再構築してください。

複数列索引複数列索引複数列索引複数列索引
SORTED INDEXES句で複数列の索引を指定する場合は、まず索引の 初の列で順序付けが行
われ、次に 2 番目の列で順序付けが行われるように、データをソートしてください。

たとえば、索引の 初の列に都市名があり、2 番目の列に名前の名字がある場合、次のリス
トのように都市別順で、同じ都市の中では名字順に並ぶようにデータをソートします。

Albuquerque      Adams
Albuquerque      Hartstein
Albuquerque      Klein
...         ...
Boston           Andrews
Boston           Bobrowski
Boston           Heigham
...              ...
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最適ソート順序の選択方法最適ソート順序の選択方法最適ソート順序の選択方法最適ソート順序の選択方法
ダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスを 大限に引き出すには、 も大きな一時セグ
メント領域を必要とする索引に基づいて、データを事前ソートしてください。たとえば、主
キーが 1 つの数値列で、2 次キーが 3 つのテキスト列で構成される場合、2 次キーで事前
ソートすることによって、ソート時間と記憶要件の両方を 小にできます。

も大きな記憶域を必要とする索引がどれであるかを知るには、次の手順に従ってくださ
い。

1. 各索引について、その索引のすべての列の幅を加算します。

2. 単表のロードの場合は、 大幅を持った索引を選択します。

3. 複数表へのロードの場合は、各表について 大幅を持つ索引がどれかを調べます。各表
にロードされる行数が同じ場合は、 大幅を持つ索引を選択します。通常は、各表に
ロードされる行数は同じです。

4. 複数表へのロードにおいて、索引付きの表にロードされる行数が表によって異なる場合
は、手順 3 で確認した各索引の幅と、その索引にロードされる行数を掛け合せます。結
果が も大きい値の索引を選択します。

データ・セーブの回数の削減データ・セーブの回数の削減データ・セーブの回数の削減データ・セーブの回数の削減
ROWS値が小さいことが原因でデータ・セーブが頻繁に発生する場合、ダイレクト・パス・
ロードのパフォーマンスは低下します。ダイレクト・パス・ロードは従来型ロードより何倍
も高速なため、ダイレクト・ロードの場合には、ROWSの値は従来型ロードの場合よりかな
り大きくする必要があります。

データ・セーブ時には、SQL*Loader のすべてのバッファへの書込みが正常に終了するまで、
ロードは停止します。ROWSの値は、安全性を確保できる範囲で、できるだけ大きくしてく
ださい。数千行をロードしてみて、1 行当たりの平均ロード時間を計ってみることをお薦め
します。その値から、ROWSに設定する値が求められます。

たとえば、1 分当たり 20,000 行がロードされるとします。この場合、処理途中に実行する
セーブの間隔を 10 分以内にするには、ROWSを 200,000（20,000 行 / 分× 10 分間）に設定し
てください。

REDO ログの最小限の使用ログの最小限の使用ログの最小限の使用ログの最小限の使用
ダイレクト・ロードを大幅に高速化する 1 つの方法は、REDO ログの使用を 小限に抑える
ことです。それには 3 通りの方法があります。アーカイブを使用禁止にする方法、ロードを
UNRECOVERABLEに指定する方法、ロードされるオブジェクトに NOLOG属性を設定する方
法です。この項では、すべての方法を説明します。
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アーカイブの使用禁止アーカイブの使用禁止アーカイブの使用禁止アーカイブの使用禁止
アーカイブが使用禁止の場合、ダイレクト・パス・ロードでは全体イメージの REDO ログ
は生成されません。ARCHIVELOGおよび NOARCHIVELOGパラメータを使用して、アーカイ
ブ・モードを設定します。アーカイブの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を
参照してください。

UNRECOVERABLE パラメータの指定パラメータの指定パラメータの指定パラメータの指定
時間および REDO ログ・ファイルの領域を節約するには、データのロード時に
UNRECOVERABLEパラメータを使用します。UNRECOVERABLEを指定してロードすると、
ロードされたデータは REDO ログ・ファイルに記録されません。かわりに、操作を無効に
するために必要な REDO ログ（無効 REDO ログ）が生成されます。

UNRECOVERABLEパラメータは、ロード・セッション中にロードされたすべてのオブジェク
ト（データ・セグメントおよび索引セグメントの両方）に適用されます。このため、ロード
された表についてはメディア・リカバリはできません。ただし、他のユーザーが行ったデー
タベース変更のログは、引き続き記録されます。

UNRECOVERABLEパラメータを指定してロードしたデータについてメディア・リカバリが必
要になった場合、ロードしたデータ・ブロックには、論理的に破損したというマークが付け
られます。

データをリカバリするには、データを削除して再作成します。データがリカバリ不能になら
ないように、データのロード後、すぐにバックアップを取ってください。

デフォルトでは、ダイレクト・パス・ロードは RECOVERABLEです。

NOLOG 属性の設定属性の設定属性の設定属性の設定
データまたは索引のセグメントに NOLOG属性が指定されていると、そのセグメントに対す
る全体イメージの REDO ログは使用できません（無効 REDO ログが生成されます）。NOLOG
属性を使用すると、ログが記録されないオブジェクトに対してより優れた制御が可能です。

注意注意注意注意 : データ・ロードは記録されないため、必要な場合はロード後に
データのバックアップを取ってください。
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列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの指定列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの指定列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの指定列配列の行数およびストリーム・バッファ・サイズの指定
列配列の行数によって、ストリーム・バッファが作成される前にロードされた行数を判断し
ます。STREAMSIZEパラメータで、クライアントからサーバーへ送ったデータのストリー
ム・サイズ（バイト単位）を指定します。

列配列の行数の値を指定するには、COLUMNARRAYROWSパラメータを使用します。

ダイレクト・パス・ストリーム・バッファのサイズを指定するには、STREAMSIZEパラメー
タを使用します。

これらのパラメータの 適な値は、使用しているシステム、入力データ型および Oracle の
列データ型によって異なります。独自の構成用に 適な値を使用することで、SQL*Loader
のログ・ファイルでの経過時間が少なくなります。

これらのパラメータのデフォルト値のリストは、4-2 ページの「SQL*Loader の起動」で説明
したとおり、パラメータを指定しないで SQL*Loader を起動すると参照できます。

複数 CPU システムでダイレクト・パス・ロードを実行する場合、列配列の行数およびスト
リーム・バッファのサイズを指定すると、特に有効です。詳細は、9-23 ページの「複数
CPU システムのダイレクト・パス・ロードの 適化」を参照してください。

日付キャッシュの値の指定日付キャッシュの値の指定日付キャッシュの値の指定日付キャッシュの値の指定
同じ日付値またはタイムスタンプ値のロードが何度も行われるダイレクト・パス・ロードを
実行する場合、総ロード時間の大部分が日付およびタイムスタンプのデータの変換に使用さ
れる可能性があります。特に、複数の日付列がロードされる場合にこのような状況が発生し
ます。この場合、SQL*Loader の日付キャッシュを使用することによってパフォーマンスを
向上できます。

日付キャッシュを使用すると、入力データ内に多数の重複する日付値が存在する場合、日付
変換が実行される回数が減ります。この機能を使用すると、ロード中に予測される一意の日
付の数を指定できます。

日付キャッシュは、デフォルトで使用可能です。日付キャッシュ機能を使用禁止にするに
は、0（ゼロ）に設定します。

デフォルトの日付キャッシュ・サイズは 1000 要素です。デフォルトのサイズを使用し、
1000 を超える一意の入力値がロードされると、日付キャッシュはこの表に対して自動的に使
用禁止となります。これによって、過剰および不要なルックアップ時間によって、パフォー
マンスが低下する可能性がなくなります。ただし、デフォルトを使用するかわりに 0（ゼロ）
以外の値を日付キャッシュに指定し、キャッシュ量がこの値を超えた場合、日付キャッシュ

注意注意注意注意 : ページングが過剰に発生すると、パフォーマンスが大幅に低下す
るため、ページング・アクティビティのプロセスを監視する必要がありま
す。過剰なページングを回避するには、READSIZE、STREAMSIZEおよび
COLUMNARRAYROWSの値を小さくする必要があります。
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は使用禁止になりません。 大値を超えた入力データは、適切な変換ルーチンによって明示
的に変換されます。

日付キャッシュは、1 つの表のみに対応付けできます。複数の表で日付キャッシュの共有は
できません。次のすべての条件を満たす場合にのみ、表に対して日付キャッシュが作成され
ます。

� DATE_CACHEパラメータが 0（ゼロ）以外に設定されている

� 表への格納のためにデータ型変換が必要な、1 つ以上の日付値またはタイムスタンプ値
（あるいはその両方）がロードされている

� ダイレクト・パス・ロードでロードされている

日付キャッシュの統計はログ・ファイルに書き込まれます。これらの統計を使用して、次の
とおりダイレクト・パス・ロードのパフォーマンスを向上できます。

� キャッシュ・エントリの数がキャッシュ・サイズより小さく、キャッシュ・ミスがない
場合は、キャッシュ・サイズをより小さい値に設定できます。

� キャッシュ・ヒット（重複値が存在するエントリ）の数が小さく、キャッシュ・ミスの
数が大きい場合は、キャッシュ・サイズを大きくする必要があります。キャッシュ・サ
イズを大きくしすぎると、過剰なページング、過度のメモリー使用量などの他の問題が
発生する場合があります。

� ほぼすべての入力データ値が一意の場合、日付キャッシュを使用してもパフォーマンス
は向上しないため、使用する必要はありません。

キャッシュ・サイズを大きくしてもパフォーマンスが向上しない場合は、デフォルトの動作
に戻すか、またはキャッシュ・サイズを 0（ゼロ）に設定します。パフォーマンス全体の向
上は、ロードされる他の列のデータ型によっても異なります。ロードされる日付列の総数が
ロードされる他のデータ型より大きい場合、パフォーマンスは大幅に向上します。

注意注意注意注意 : 日付キャッシュがデフォルトで使用可能な場合、 大値を超えた
ため使用禁止になると、日付キャッシュの統計は SQL*Loader のログ・
ファイルに書き込まれません。

参照参照参照参照 :

� 4-5 ページの「DATE_CACHE」を参照してください。

� SQL*Loader のログ・ファイルに書き込まれる日付キャッシュの統計
の例は、8-5 ページの「表ロード情報」を参照してください。
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複数複数複数複数 CPU システムのダイレクト・パス・ロードの最適化システムのダイレクト・パス・ロードの最適化システムのダイレクト・パス・ロードの最適化システムのダイレクト・パス・ロードの最適化
複数 CPU システムでダイレクト・パス・ロードを実行する場合、SQL*Loader ではデフォル
トでマルチスレッドが使用されます。この場合の複数 CPU システムは、2 つ以上の CPU を
持つ単一のシステムとして定義されます。

マルチスレッド・ロードとは、可能な場合、列配列をストリーム・バッファに変換し、スト
リーム・バッファ・ロードがパラレルで実行されることを表します。この 適化は、次の場
合に も効果的です。

� 列配列が、ロード用に複数のダイレクト・パス・ストリーム・バッファを生成できる十
分な大きさの場合。

� 入力フィールドのデータ型から Oracle の列データ型へのデータ変換が必要な場合。

変換は、ストリーム・バッファのロード時にパラレルで実行されます。

この処理の状態は、次の例に示すとおり、SQL*Loader のログ・ファイルに記録されます。

Total stream buffers loaded by SQL*Loader main thread:         47
Total stream buffers loaded by SQL*Loader load thread:        180
Column array rows:                                           1000
Stream buffer bytes:                                       256000

この例では、SQL*Loader のロード・スレッドがメイン・スレッドをオフロードしています。
これによって、ロード・スレッドがサーバーで現行のストリームをロードする一方で、メイ
ン・スレッドは、次のストリーム・バッファを作成できます。

ロード・スレッドを使用して、できるだけ多くのストリーム・バッファ・ロードを実行する
ことが目的です。これによって、列配列の行数の増加、またはストリーム・バッファのサイ
ズの削減（あるいはその両方）を実現できます。SQL*Loader のログ・ファイルの経過時間
を監視することで、変更による効果を確認できます。詳細は、9-21 ページの「列配列の行数
およびストリーム・バッファ・サイズの指定」を参照してください。

単一 CPU システム上では、 適化はデフォルトで無効になります。サーバーが他のシステ
ム上にある場合は、マルチスレッドを手動で有効にするとパフォーマンスが向上します。

マルチスレッド・オプションを有効または無効にするには、SQL*Loader のコマンドライン
で MULTITHREADINGパラメータを使用するか、または SQL*Loader の制御ファイルに
MULTITHREADINGパラメータを指定します。

参照参照参照参照 : ダイレクト・パス・ロードの概要については、『Oracle Call 
Interface プログラマーズ・ガイド』を参照してください。
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索引メンテナンスの回避索引メンテナンスの回避索引メンテナンスの回避索引メンテナンスの回避
従来型パスとダイレクト・パスの両方について、SQL*Loader では表のすべての既存の索引
がメンテナンスされます。

索引のメンテナンスを回避するには、次のいずれかの方法を使用します。

� ロードを始める前に索引を削除します。

� ロードを始める前に、選択した索引または索引パーティションを索引使用禁止状態に設
定し、SKIP_UNUSABLE_INDEXESパラメータを使用します。

� SKIP_INDEX_MAINTENANCEパラメータを使用します（ダイレクト・パスの場合に限ら
れるため、注意して使用してください）。

索引のメンテナンスを回避すると、ダイレクト・パス・ロード中に必要な領域を 小限にで
きます。その方法は次のとおりです。

� 一度に索引を作成できるため、各索引を別々に作成する場合に必要なソート用の（一
時）セグメント領域を削減できます。

� 索引の作成時に、索引セグメントは 1 つのみ存在します（これに対し、新しいキーを古
いキーにマージして新しい索引を作成するときには、一時的に 3 つのセグメントが存在
します）。

表の全行数に対してロードする行数が多い場合、索引のメンテナンスを避けることは合理的
です。ただし、比較的少数の行を大きな表に追加する場合は、索引の再ソートに非常に時間
がかかることがあります。そのような場合は、従来型パス・ロードを使用するか、
SQL*Loader の SINGLEROWパラメータを使用します。詳細は、5-38 ページの

「SINGLEROW オプション」を参照してください。

ダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガーダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガーダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガーダイレクト・ロード、整合性制約およびトリガー
従来型パス・ロードでは、行配列の挿入には標準 SQL INSERT文を使用します。このとき、
整合性制約および挿入トリガーは自動的に適用されます。ただし、ダイレクト・パスでデー
タをロードする場合は、SQL*Loader では一部の整合性制約およびすべてのデータベース・
トリガーが使用禁止になります。このセクションでは、これらの機能に関するダイレクト・
パス・ロードの使用について説明します。

整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約
整合性制約には、ダイレクト・パス・ロード時に自動的に使用禁止になるものがあります。
また、使用禁止にならないものもあります。制約の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開
発者ガイド - 基礎編』の「制約によるデータ整合性のメンテナンス」を参照してください。
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使用可能な制約使用可能な制約使用可能な制約使用可能な制約
ダイレクト・パス・ロードでも有効な制約は次のとおりです。

� NOT NULL制約

� 一意制約

� 主キー制約（NOT NULL 列における一意制約）

NOT NULL制約は列配列の作成時にチェックされます。NOT NULL制約に違反する行はすべ
て拒否されます。

一意制約は、ロードの 後で索引が再作成されるときに検証されます。一意制約の違反が検
出されると、索引は索引使用禁止状態のままになります。詳細は、9-12 ページの「使用禁止
状態（Index Unusable）のままの索引」を参照してください。

使用禁止の制約使用禁止の制約使用禁止の制約使用禁止の制約
次の制約は、ダイレクト・パス・ロード時にデフォルトで自動的に使用禁止になります。

� CHECK 制約

� 参照制約（外部キー）

EVALUATE_CHECK_CONSTRAINTS句を指定すると、CHECK 制約の使用禁止を変更できま
す。SQL*Loader では、ダイレクト・パス・ロード中に CHECK 制約が評価されます。
CHECK 制約に違反する行はすべて拒否されます。

制約を使用可能に戻す方法制約を使用可能に戻す方法制約を使用可能に戻す方法制約を使用可能に戻す方法
REENABLE句を指定しておくと、ロードの完了時に、整合性制約が自動的に使用可能に戻さ
れます。REENABLE句の構文は次のとおりです。

DISABLED_CONSTRAINTSパラメータはオプションで、読みやすくするために使用します。
EXCEPTIONS句を使用する場合は、指定する表がすでに存在していて、その表への挿入が可
能である必要があります。ここで指定する表には、整合性制約のいずれかに違反したすべて
の行の ROWIDが格納されます。また、違反があった制約名も格納されます。この例外表の
作成方法の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

SQL*Loader ログ・ファイルには、使用禁止となっていた制約、および使用可能に戻された
制約が記録されます。また、エラーが原因で制約を使用可能に戻せなかった場合または検査

EVALUATE_CHECK_CONSTRAINTS REENABLE DISABLED_CONSTRAINTS

EXCEPTIONS table WHEN field_condition
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できなかった場合はそのエラーが記録されます。さらに、ロードした表のそれぞれに指定さ
れた例外表の名前もログ・ファイルに書き込まれます。

REENABLE句を使用しない場合は、表のすべての行が検査されるときに制約を手動で使用可
能に戻す必要があります。ここで新しいデータにエラーが見つかると、エラー・メッセージ
が生成されます。例外表を指定した場合は、違反のあった制約名と不良データの ROWID
が、その表に書き込まれます。

REENABLE句を使用すると、制約を自動的に使用可能に戻し、新しい行すべてを検証できま
す。新しいデータにエラーが見つからなかった場合は、検証された制約に自動的にマークを
付けられます。新しいデータにエラーが見つかった場合は、ログ・ファイルにエラー・メッ
セージが書き込まれ、SQL*Loader によって制約の状態に ENABLE NOVALIDATEというマー
クが付けられます。例外表を指定した場合は、違反のあった制約名と不良データの ROWID
が、その表に書き込まれます。

挿入トリガー挿入トリガー挿入トリガー挿入トリガー
ダイレクト・パス・ロードが始まると、表挿入トリガーも使用禁止になります。行のロード
および索引の再作成が完了すると、使用禁止になっていたトリガーはすべて使用可能に戻さ
れます。ログ・ファイルには、ロード時に使用禁止になっていたすべてのトリガーのリスト
が示されます。トリガーを使用可能に戻すときに 1 つでもエラーがあると、使用可能にでき
ません。

整合性制約と異なり、挿入トリガーは、使用可能に戻っても表全体に対して再び適用されま
せん。つまり、ダイレクト・パスでロードされた行に対しては、挿入トリガーは起動しませ
ん。ダイレクト・パスでロードした場合は、新しい行への挿入トリガーに相当する処理はす
べて、アプリケーション側で実行する必要があります。

注意注意注意注意 : 通常、表制約が ENABLE NOVALIDATEの状態のままになっている
場合、新しいデータは表へ挿入されますが、新しい無効なデータは挿入さ
れません。ただし、SQL*Loader のダイレクト・パス・ロードでは、この
規則は施行されません。したがって、次のダイレクト・パス・ロードが無
効なデータで実行される場合、無効なデータは挿入されますが、前述され
たのと同じエラー・レポートおよび例外表の処理が実行されます。この例
では、各ロードの前に外部表がクリーン・アウトされていない場合、その
表には、重複するエントリが含まれます。重複するエントリは、次のよう
な問合せを実行することによって、簡単に削除できます。

SELECT UNIQUE * FROM exceptions_table; 

注意注意注意注意 : 参照整合性の再検証は、表全体に対して実行する必要があります。
そのため、少数の行を非常に大きい表にロードするときは、ダイレクト・
パスではなく従来型パスを使用した方がパフォーマンスが向上することが
あります。
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挿入トリガーの整合性制約への置換挿入トリガーの整合性制約への置換挿入トリガーの整合性制約への置換挿入トリガーの整合性制約への置換
アプリケーションは整合性制約を実行する場合、通常は挿入トリガーを使用します。アプリ
ケーションが使用する挿入トリガーのほとんどは単純なため、Oracle の自動整合性制約に置
き換えることができます。

自動制約が使用できない場合自動制約が使用できない場合自動制約が使用できない場合自動制約が使用できない場合
挿入トリガーは、Oracle の自動整合性制約に置き換えられない場合があります。たとえば、
挿入トリガーの中で表のルックアップ関数を使用して整合性チェックを行っている場合、自
動制約は使用できません。これは、自動制約はカレント行における定数および列以外は参照
できないためです。このようなトリガーと同じ処理を実現する方法が 2 つあります。この項
ではその方法について説明します。

準備準備準備準備
いずれの方法の場合も、表に対して事前に行うべき作業があります。次に示す一般的なガイ
ドラインに従って、表を準備してください。

1. ロードの前に、表に 1 バイトまたは 1 文字分の列（VARCHAR2）を追加します。この
列は、各行が「旧データ」か「新データ」かを示すためのものです。

2. この列の値が NULL の場合は「旧データ」を示すことにします。これは、NULL 列で
あれば領域を使用せずに済むためです。

3. ロード時に SQL*Loader の CONSTANTパラメータを使用して、ロードしたすべての行に
「新データ」を示すフラグを付けます。

この手順に従って準備すると、新しくロードした行が識別できるため、古い行に影響を与え
ずに新しいデータを操作できます。

更新トリガーの使用更新トリガーの使用更新トリガーの使用更新トリガーの使用
一般に、挿入トリガーと同じ処理を実現する場合は、データベース更新トリガーを使用しま
す。これは も単純な方法です。例外を呼び出さない挿入トリガーの場合は、常にこの方法
を使用できます。

1. 挿入トリガーと同じ処理を行う更新トリガーを作成します。

トリガーをコピーします。「new.column_name」というすべての箇所を
「old.column_name」に変更してください。

2. 現行の更新トリガーがある場合は、それを新しい更新トリガーに置き換えます。

3. 「新データ」のフラグを NULL に変更して、表を更新します。これによって、更新トリ
ガーが起動します。

4. 元の更新トリガーがある場合は、それをリストアします。
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トリガーの動作によっては、この操作中に表に対する排他的更新アクセスが必要となる場合
もあります。排他的更新アクセスを実行すると、他のユーザーが修正する行に、誤ってこの
トリガーが適用されることはありません。

例外処理と同じ処理の実現例外処理と同じ処理の実現例外処理と同じ処理の実現例外処理と同じ処理の実現
挿入トリガーの中で例外を呼び出している場合、それと同じ処理を行うには、さらに作業が
必要です。例外を呼び出すということは、表にその行を挿入しないということです。この処
理を更新トリガーで実現するには、ロードした行に削除フラグを付けておく必要がありま
す。

この場合、「新データ」列を削除フラグに使用することはできません。更新トリガーでは、
その起動元である列を修正できないためです。したがって、表にもう 1 列追加する必要があ
ります。ここで追加する列は、削除する行を示すためのものです。NULL 値の場合は、行が
有効であることを示します。挿入トリガーで例外を呼び出すと、常に、更新トリガーによっ
て追加列にフラグが設定されます。これによって、その行が無効であることが示されます。

要約すると、挿入トリガーで例外を呼び出している場合は、次の条件を満たすと、同じ処理
を更新トリガーで実現できます。

� 表に列を 2 つ追加する（通常は NULL）。

� 表を排他的に更新できる（必要な場合）。

ストアド・プロシージャの使用ストアド・プロシージャの使用ストアド・プロシージャの使用ストアド・プロシージャの使用
次に示すプロシージャは、どのような場合でも使用できますが、その実装はより複雑になり
ます。このプロシージャは、挿入トリガーで例外を呼び出すときに使用できます。そのと
き、2 番目の列を追加する必要はありません。また、更新トリガーとは処理が異なるため、
表に対する排他的アクセス権限がなくても使用できます。

1. 次のようにして、挿入トリガーと同じ処理を行うストアド・プロシージャを作成しま
す。

a. 表から新しい行をすべて選択するように、カーソルを宣言します。

b. 処理ループの中でカーソルをオープンし、1 回に 1 行ずつフェッチします。

c. 挿入トリガーでの操作を実行します。

d. 操作が正常に終了した場合は、「新データ」のフラグを NULL に変更します。

e. 操作が失敗した場合は、「新データ」のフラグを「不良データ」に変更します。

2. SQL*Plus などの管理ツールを使用して、このストアド・プロシージャを実行します。

3. プロシージャの実行後、表の中に「不良データ」フラグの付いた行がないかどうかを調
べます。

4. 不良の行を更新または削除します。

5. 挿入トリガーを使用可能に戻します。
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永続的に使用禁止のトリガーおよび制約永続的に使用禁止のトリガーおよび制約永続的に使用禁止のトリガーおよび制約永続的に使用禁止のトリガーおよび制約
SQL*Loader では、トリガーおよび制約を使用禁止にするために、ロードされる表にいくつ
かのロックを獲得する必要があります。競合するプロセスが表のトリガーまたは制約を使用
可能にしているときに、SQL*Loader でその表のトリガーまたは制約を使用禁止にしようと
した場合、SQL*Loader ではその表に関して排他的アクセス権を獲得することはできません。

この場合、SQL*Loader では、できるかぎり問題のないように処理が実行されます。ロード
終了前に、SQL*Loader では使用禁止のトリガーおよび制約が使用可能に戻されます。ただ
し、表ロックが原因で SQL*Loader の処理を継続できなくなった場合は、SQL*Loader でト
リガーや制約を使用可能にする処理も実行されないことがあります。この場合、トリガーお
よび制約は、手動で使用可能にするまで永続的に使用できない状態になります。

このような状況はまれですが、発生する可能性はあります。このような状況を回避するに
は、ダイレクト・ロードの処理中は、表のトリガーまたは制約を使用可能にするアプリケー
ションを実行しないことをお薦めします。

適切なロックを獲得できなかったためにダイレクト・ロードが異常終了した場合は、ログ・
ファイルを確認してください。ログ・ファイルには、使用禁止になっていたトリガーおよび
制約と、それらを使用可能に戻そうと試みた履歴が記録されます。SQL*Loader によって使
用可能に戻せなかったトリガーや制約は、『Oracle9i SQL リファレンス』で説明されている
ALTER TABLE文の ENABLE句を使用して、手動で使用可能にする必要があります。

従来型パスの同時ロードによるパフォーマンスの向上従来型パスの同時ロードによるパフォーマンスの向上従来型パスの同時ロードによるパフォーマンスの向上従来型パスの同時ロードによるパフォーマンスの向上
トリガーまたは整合性制約の問題があっても、より高速なロードを実現する場合は、従来型
パスによる同時ロードの使用を考えてください。つまり、複数 CPU システムで同時に複数
のセッションでロードを実行します。入力データ・ファイルを論理レコードの境界で別々の
ファイルに分割し、それらの各入力データ・ファイルを従来型パス・ロード・セッションで
ロードします。このロードには、次のような特長があります。

� 複数 CPU システムでの単一従来型パス・ロードよりは速くなりますが、ダイレクト・
ロードほど速くはありません。

� トリガーが起動されて整合性制約がロードされた行に適用され、標準 DML 実行ロジッ
クによって索引がメンテナンスされます。

パラレル・データ・ロード・モデルパラレル・データ・ロード・モデルパラレル・データ・ロード・モデルパラレル・データ・ロード・モデル
この項では、データのロードに必要な所要時間を 小限にするために使用される、並列処理
の 3 つの基本モデルについて説明します。

� 従来型パスによる同時ロード

参照参照参照参照 : カーソル管理の詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。
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� ダイレクト・パス・ロードによるセグメント間同時処理

� ダイレクト・パス・ロードによるセグメント内同時処理

従来型パスによる同時ロード従来型パスによる同時ロード従来型パスによる同時ロード従来型パスによる同時ロード
同時に複数の従来型パス・ロード・セッションを実行する方法の詳細は、9-29 ページの「従
来型パスの同時ロードによるパフォーマンスの向上」を参照してください。同一または異な
るオブジェクトを制限なしで同時にロードする場合に、この方法を使用できます。

ダイレクト・パスによるセグメント間同時処理ダイレクト・パスによるセグメント間同時処理ダイレクト・パスによるセグメント間同時処理ダイレクト・パスによるセグメント間同時処理
セグメント間同時処理は、異なるオブジェクトを同時にロードする場合に使用できます。こ
の方法は、異なる表の同時ダイレクト・パス・ロード、または同じ表の異なるパーティショ
ンの同時ダイレクト・パス・ロードに適用できます。

1 つのパーティションのダイレクト・パス・ロードを行う場合は、次のことを考慮します。

� ローカル索引は、ロードによってメンテナンスされます。

� グローバル索引は、ロードではメンテナンスできません。

� 参照整合性および CHECK 制約は使用禁止にする必要があります。

� トリガーは使用禁止にする必要があります。

� 入力データは事前にパーティション化する必要があります（パーティション化しない場
合、多くのレコードが拒否され、パフォーマンスが低下します。）

ダイレクト・パスによるセグメント内同時処理ダイレクト・パスによるセグメント内同時処理ダイレクト・パスによるセグメント内同時処理ダイレクト・パスによるセグメント内同時処理
SQL*Loader では、複数のセッションを同時に実行して、同一の表またはパーティション表
の同一パーティションに対してダイレクト・パス・ロードを実行できます。複数の
SQL*Loader セッションを実行すると、システムで使用可能なリソースを与えられればダイ
レクト・パス・ロードのパフォーマンスが向上します。

このデータ・ロード方法は、DIRECTおよび PARALLELパラメータに trueを設定すること
によって使用でき、「パラレル・ダイレクト・パス・ロード」とも呼ばれます。

並列化はユーザーによって管理されるものだということを理解しておいてください。
PARALLELパラメータに trueを設定した場合、複数の同時ダイレクト・パス・ロード・
セッションのみが可能になります。
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パラレル・ダイレクト・パス・ロードの制限パラレル・ダイレクト・パス・ロードの制限パラレル・ダイレクト・パス・ロードの制限パラレル・ダイレクト・パス・ロードの制限
パラレル・ダイレクト・パス・ロードには次の制限があります。

� ローカル索引もグローバル索引もロードによってメンテナンスできません。

� 参照整合性および CHECK 制約は使用禁止にする必要があります。

� トリガーは使用禁止にする必要があります。

� 行は追加（APPEND）のみできます。REPLACE、TRUNCATEおよび INSERTは使用でき
ません（これは、個別のロードによって整合性がとられないためです）。パラレル・
ロードの前に表を切り捨てる必要がある場合は、手動で行ってください。

1 つのパーティションのパラレル・ダイレクト・パス・ロードを行う場合は、まず、データ
をパーティション化してください（そうしない場合は、パーティション不一致によるレコー
ド拒否のオーバーへッドのため、ロード速度が遅くなります）。

複数の複数の複数の複数の SQL*Loader セッションの初期化セッションの初期化セッションの初期化セッションの初期化
入力元となるデータ・ファイルは、SQL*Loader セッションごとに異なります。同じ表にダ
イレクト・ロードを実行するセッションすべてに対して、PARALLEL句に trueを設定する
必要があります。構文は次のとおりです。

PARALLELは、コマンドラインまたはパラメータ・ファイルに指定できます。また、
OPTION句を使用して制御ファイルに指定することもできます。

たとえば、1 つの表について 3 つの SQL*Loader ダイレクト・パス・ロード・セッションを
起動するには、オペレーティング・システムのプロンプトで、次のコマンドを実行します。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=load1.ctl DIRECT=TRUE PARALLEL=true
sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=load2.ctl DIRECT=TRUE PARALLEL=true
sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=load3.ctl DIRECT=TRUE PARALLEL=true

このコマンドは、別々のセッションで実行するか、またはオペレーティング・システムがサ
ポートしている場合には別々のバックグラウンド・ジョブとして実行してください。複数の
制御ファイルを使用していることに注意してください。そうすることによって、ダイレク
ト・パス・ロードで使用するファイルをより柔軟に指定できます。

PARALLEL =
TRUE

FALSE
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PARALLEL 句を使用してロードを実行すると、SQL*Loader によって同時実行セッションご
とに一時セグメントが作成されます。それらの一時セグメントは、ロード完了時にマージさ
れます。マージによって作成されたセグメントは、セグメントの 高水位標より上にある
データベースの既存のセグメントに追加されます。各ローダー・セッションの各セグメント
で使用された 後のエクステントは、空き領域をすべて切り捨ててから、SQL*Loader セッ
ションの他のエクステントと組み合せることができます。

パラレル・ダイレクト・パス・ロードのパラメータパラレル・ダイレクト・パス・ロードのパラメータパラレル・ダイレクト・パス・ロードのパラメータパラレル・ダイレクト・パス・ロードのパラメータ
パラレル・ダイレクト・パス・ロードを実行する場合、SQL*Loader によって割り当てられ
る一時セグメントの属性を指定してできるオプションがあります。

一時セグメントの指定一時セグメントの指定一時セグメントの指定一時セグメントの指定
大の入出力スループットを得るために、同時実行のダイレクト・パス・ロード・セッショ

ンで、各ファイルを別のディスクに置いて使用することをお薦めします。ロードされるオブ
ジェクト（表またはパーティション）の表領域にある有効なデータ・ファイルであればどれ
でも、OPTIONS句の FILEパラメータを使用してファイル名を指定できます。

次に例を示します。

LOAD DATA
INFILE 'load1.dat'
INSERT INTO TABLE emp
OPTIONS(FILE='/dat/data1.dat')
(empno POSITION(01:04) INTEGER EXTERNAL NULLIF empno=BLANKS
...

同時実行する各 SQL*Loader セッションのコマンドラインでも、FILEパラメータを指定で
きます。ただし、その指定は、そのセッションでロードされるすべてのオブジェクトにグ
ローバルに適用されます。

FILE パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用  パラレル・ダイレクト・パス・ロードでは、Oracle データベース・
サーバーの FILEパラメータに次の制限があります。

� 非パーティション表の場合非パーティション表の場合非パーティション表の場合非パーティション表の場合 : 指定されたファイルは、ロードする表と同じ表領域に存在
する必要があります。

注意注意注意注意 : パラレル・ロード時には、索引はメンテナンスされません。ロー
ド完了後に、索引をすべて手動で（再）作成または再構築する必要があり
ます。パラレル・ロード後に大きな索引を構築する場合、パラレル索引作
成機能またはパラレル索引再構築機能を使用すると処理を高速化できま
す。
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� パーティション表のパーティション表のパーティション表のパーティション表の 1 つのパーティションをロードする場合つのパーティションをロードする場合つのパーティションをロードする場合つのパーティションをロードする場合 : 指定したファイルは、
ロードするパーティションの表領域に存在する必要があります。

� パーティション表の表全体をロードする場合パーティション表の表全体をロードする場合パーティション表の表全体をロードする場合パーティション表の表全体をロードする場合 : 指定されたファイルは、ロードするすべ
てのパーティションと同じ表領域に存在する必要があります。つまり、すべてのパー
ティションは同じ表領域に存在する必要があります。

STORAGE パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用  STORAGEパラメータを使用して、パラレル・ダイレクト・パ
ス・ロード用に割り当てられる一時セグメントの記憶域属性を指定できます。STORAGEパ
ラメータが使用されない場合は、ロードされるオブジェクト（表、パーティション）が存在
するセグメントの記憶域属性が使用されます。また、STORAGEパラメータが指定されてな
い場合は、SQL*Loader で EXTENTS 用にデフォルトの 2KB が使用されます。

OPTIONS(STORAGE=(MINEXTENTS n1 MAXEXTENTS n2 INITIAL n3[K|M]
NEXT n4[K|M] PCTINCREASE n5)

たとえば、次の STORAGE句が使用されます。

OPTIONS (STORAGE=(INITIAL 100M NEXT 100M PCTINCREASE 0))

STORAGEパラメータを使用できるのは制御ファイル内のみで、コマンドラインでは使用で
きません。PCTINCREASEを 0（ゼロ）に設定すること、INITIALまたは NEXT値を設定す
ること以外には、STORAGEパラメータは使用しないでください（将来的には無視されるよ
うになる可能性があります）。

パラレル・ダイレクト・パス・ロード後の制約の使用可能化パラレル・ダイレクト・パス・ロード後の制約の使用可能化パラレル・ダイレクト・パス・ロード後の制約の使用可能化パラレル・ダイレクト・パス・ロード後の制約の使用可能化
すべてのデータのロード完了後に、制約およびトリガーを手動で使用可能にしてください。

それぞれの SQL*Loader セッションで、ダイレクト・パス・ロードの後に表の制約が使用可
能に戻されることがあるため、あるセッションで、他のセッションがデータのロードを終え
る前に、制約が使用可能に戻される可能性があります。この場合、ロードを完了する 初の
セッションでは、残りのセッションで表のロックが共有されているため、制約を使用可能に
できなくなります。

ダイレクト・パス・ロードの後、一部の制約が使用可能に戻っていない可能性があるため、
ロードの完了後、制約の状態を調べ、制約が使用可能になったことを確認する必要がありま
す。
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主キー制約および一意制約主キー制約および一意制約主キー制約および一意制約主キー制約および一意制約
主キーおよび一意制約が有効の場合、表に索引が作成されます。その後、その表が非常に大
きい場合は、ダイレクト・パス・ロード後に索引を使用可能にするまでに非常に長い時間が
かかる可能性があります。ロード後に、これらの制約を手動で有効にしてください（また、
自動で有効にする機能を指定しないでください）。これによって、必要な索引をパラレルに
手動で作成し、制約を有効にするまでの時間を節約できます。

一般的なパフォーマンス改善のヒント一般的なパフォーマンス改善のヒント一般的なパフォーマンス改善のヒント一般的なパフォーマンス改善のヒント
ロードするデータの形式について制御が可能な場合は、次に示すヒントを利用してロード・
パフォーマンスを改善できます。

� 論理レコードの処理を効率化します。

– 物理レコードと論理レコードの 1 対 1 のマップを使用します（continueif、
concatenate を使用しない）。

– ソフトウェアで物理レコードの境界を簡単に判断できるようにします。ファイル処
理オプション文字列「FIX nnn」または「VAR」を使用します。ほとんどのプラッ
トフォーム（UNIX、NT など）では、デフォルト（ストリーム・モード）を使用す
る場合、SQL*Loader で各物理レコードをスキャンしてレコード終了記号（改行文
字）を探す必要があります。

� フィールド設定を効率化します。フィールド設定とは、データ・ファイルのフィールド
を、ロードされる表の対応する列にマップする処理です。マップ機能は、制御ファイル
のフィールド記述によって制御されます。フィールド設定は（データ変換とともに）、
ほとんどのロードで CPU サイクルを も使用する処理です。

– デリミタ付きのフィールドを使用しないようにします。固定位置のフィールドを使
用します。デリミタ付きフィールドを使用すると、SQL*Loader で入力データをス
キャンしてデリミタを見つけなければなりません。固定位置フィールドを使用する
と、フィールド設定は単純なポインタの算出によって（非常に速く）行われます。

– （PRESERVE BLANKSを使用する）必要がない場合は、空白を切り捨てないでくだ
さい。

� 変換を効率化します。SQL*Loader では、キャラクタ・セット変換、データ型変換など
のいくつかの変換が行われます。こうした変換がない場合、処理は も速くなります。

– 可能な場合は、シングルバイト・キャラクタ・セットを使用します。

– キャラクタ・セット変換はできるだけ行わないようにします。SQL*Loader では、
次の 4 つのキャラクタ・セットがサポートされています。

参照参照参照参照 : 『Oracle9i データベース・パフォーマンス・ガイドおよびリファレ
ンス』を参照してください。
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* クライアント・キャラクタ・セット（クライアント sqlldrプロセスの
NLS_LANG）

* データ・ファイル・キャラクタ・セット（通常、クライアント・キャラクタ・
セットと同じ）

* データベース・サーバー・キャラクタ・セット

* データベース・サーバーの各国語キャラクタ・セット

すべてのキャラクタ・セットが同じ場合、パフォーマンスは 適化されます。ダイ
レクト・パスでは、データ・ファイル・キャラクタ・セットとデータベース・サー
バー・キャラクタ・セットが同じである場合、 適なパフォーマンスが得られま
す。キャラクタ・セットが同じ場合、キャラクタ・セット変換用バッファは割り当
てられません。

� ダイレクト・パス・ロードを使用します。

� SORTED INDEX句を使用します。

� NULLIF句および DEFAULTIF句は必要な場合以外は使用しないようにします。これら
の句は、関連する句を持つ各列にロードされるすべての行について、評価される必要が
あります。

� 可能な場合は、パラレル・ダイレクト・パス・ロードおよびパラレル索引作成を使用し
ます。

� CONCATENATE句および COLUMNARRAYROWS句の両方に大きい値を指定する場合は、パ
フォーマンスへの影響に注意します。詳細は、5-26 ページの「CONCATENATE を使用
した論理レコードの作成」を参照してください。

さらに、11-6 ページの「外部表使用時のパフォーマンスのヒント」で説明しているパフォー
マンスのヒントは、SQL*Loader にも適用できます。
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 SQL*Loader の事例の事例の事例の事例

この章では、事例を通して、SQL*Loader の機能をいくつか説明します。次のように、簡単
な例から複雑な例の順で掲載しています。

この章の内容は、次のとおりです。

� 事例

� 事例用ファイル

� 各事例で使用する表

� ロード結果の確認

� 参照および注意

� 事例 1: 可変長データのロード

� 事例 2: 固定形式フィールドのロード

� 事例 3: 自由区分形式ファイルのロード

� 事例 4: 結合された物理レコードのロード

� 事例 5: 複数表へのデータのロード

� 事例 6: ダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータのロード

� 事例 7: 書式化されたレポートからのデータの抽出

� 事例 8: パーティション化された表のロード

� 事例 9: LOBFILE のロード（CLOB）

注意注意注意注意 : この章では、UNIX 固有の起動コマンドである sqlldrなどを使
用します。オペレーティング・システムで使用する正しいコマンドの詳細
は、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参
照してください。
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� 事例 10: REF フィールドおよび VARRAY のロード

� 事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロード
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事例
事例事例事例事例
この章で示す事例は、次のとおりです。

� 事例 1: 可変長データのロード（10-6 ページ）: ストリーム形式のレコードをロードしま
す。ここで扱うレコードのフィールドは、カンマで区切るか、または引用符で囲まれて
います。データは制御ファイルの終わりに入っています。

� 事例 2: 固定形式フィールドのロード（10-9 ページ）: 別のデータ・ファイルからデータ
をロードします。

� 事例 3: 自由区分形式ファイルのロード（10-12 ページ）: フィールドがデリミタ付きで順
序番号が付いている、ストリーム形式のレコードのデータをロードします。データは制
御ファイルの終わりに入っています。

� 事例 4: 結合された物理レコードのロード（10-15 ページ）: 複数の物理レコードを結合し
て、データベースの 1 行に対応する論理レコードを構成します。

� 事例 5: 複数表へのデータのロード（10-19 ページ）: 1 回の実行で、データを複数の表に
ロードします。

� 事例 6: ダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータのロード（10-25 ページ）: ダイ
レクト・パス・ロード方法を使用してデータをロードします。

� 事例 7: 書式化されたレポートからのデータの抽出（10-29 ページ）: 書式化されたレポー
トからデータを抽出します。

� 事例 8: パーティション化された表のロード（10-34 ページ）: パーティション表をロード
します。

� 事例 9: LOBFILE のロード（CLOB）（10-39 ページ）: FILLERフィールド（res_file）
を使用して、複数の LOBFILE を emp表にロードし、resumeと呼ばれる CLOB列を
emp表に付加します。

� 事例 10: REF フィールドおよび VARRAY のロード（10-43 ページ）: OID を主キーとして
利用するカスタマ表をロードして、注文した商品を VARRAYに格納します。カスタマ表
および VARRAYの注文商品を参照する注文表をロードします。

� 事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロード（10-48 ページ）: Unicode キャラ
クタ・セットの UTF16 データを、リトル・エンディアンのバイト順序でロードします。
この事例は、文字長セマンティクスを使用します。
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事例用ファイル事例用ファイル事例用ファイル事例用ファイル
SQL*Loader の配布メディアには、各事例に関する次のファイルが含まれます。

� 制御ファイル（ulcase5.ctlなど）

� データ・ファイル（ulcase5.datなど）

� セットアップ・ファイル（ulcase5.sqlなど）

事例用のサンプル・データが制御ファイルに含まれている場合は、その事例用の .datファ
イルはありません。

事例用の特別なセットアップ手順がない場合は、その事例用の .sqlファイルがないことも
あります。スクリプトの開始（セットアップ）および終了（クリーンアップ）は各事例番号
の後の S および E で示されます。

表 10-1 に、各事例に関連のあるファイルを示します。

表表表表 10-1 事例用ファイルおよび関連ファイル事例用ファイルおよび関連ファイル事例用ファイルおよび関連ファイル事例用ファイルおよび関連ファイル

事例事例事例事例 .ctl .dat .sql

1 あり なし あり

2 あり あり なし

3 あり なし あり

4 あり あり あり

5 あり あり あり

6 あり あり あり

7 あり あり あり（S、 E）

8 あり あり あり

9 あり あり あり

10 あり なし あり

11 あり あり あり

注意注意注意注意 : 事例用ファイルの実際の名前は、オペレーティング・システムに
よって異なります。ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle
マニュアルで、正確な名前を参照してください。
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ロード結果の確認
各事例で使用する表各事例で使用する表各事例で使用する表各事例で使用する表
事例は、ユーザー ID scott/tigerのユーザーが、デモンストレーション用の標準 Oracle
データベースの emp表および dept表を所有している場合を想定して作成してあります（事
例の中では、さらに列が追加されていることもあります）。

emp 表の内容表の内容表の内容表の内容
(empno           NUMBER(4) NOT NULL,
 ename           VARCHAR2(10),
 job             VARCHAR2(9),
 mgr             NUMBER(4),
 hiredate        DATE,
 sal             NUMBER(7,2),
 comm            NUMBER(7,2),
 deptno          NUMBER(2)) 

dept 表の内容表の内容表の内容表の内容
(deptno          NUMBER(2) NOT NULL,
 dname           VARCHAR2(14),
 loc             VARCHAR2(13)) 

ロード結果の確認ロード結果の確認ロード結果の確認ロード結果の確認
ロード結果を確認するには、SQL*Plus を起動して、事例でロードされた表から選択操作を
行います。次のように行います。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで SELECT文を使用して、事例がロードされた表からすべての行を選択
します。たとえば、emp表がロードされた場合、次のように入力します。

SQL> SELECT * FROM emp;

emp表の各行の内容が表示されます。
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参照および注意
参照および注意参照および注意参照および注意参照および注意
各事例が対象としている SQL*Loader の機能の詳細は、各事例の 初の項を参照してくださ
い。

各事例の制御ファイルとログ・ファイルの左側に示す数字は、ファイル内に実際に存在する
数字ではありません。これらの数字は、その後の注意書きの番号と対応しています。制御
ファイルを記述する場合、この番号は付けないでください。

事例事例事例事例 1: 可変長データのロード可変長データのロード可変長データのロード可変長データのロード
ここでは、次のことを説明します。

� 1 つの表と 3 つの列がロードされることを示す簡単な制御ファイルを使用します。

� 制御ファイルがロードするデータを含んでいるため、別のデータ・ファイルは存在しま
せん。詳細は、5-10 ページの「BEGINDATA による制御ファイルのデータの識別」を参
照してください。

� 2 種類のデリミタ付きフィールド（TERMINATED BY で指定したデリミタおよび
ENCLOSED BY で指定したデリミタ）を使用して、ストリーム形式のデータをロードし
ます。詳細は、6-44 ページの「空白の切捨てが可能なデータ型に対するフィールド長指
定」を参照してください。

事例事例事例事例 1 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase1.ctlです。

1)   LOAD DATA
2)   INFILE *
3)   INTO TABLE dept
4)   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
5)   (deptno, dname, loc)
6)   BEGINDATA
   12,RESEARCH,"SARATOGA"
   10,"ACCOUNTING",CLEVELAND
   11,"ART",SALEM
   13,FINANCE,"BOSTON"
   21,"SALES",PHILA.
   22,"SALES",ROCHESTER
   42,"INT'L","SAN FRAN"
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事例 1: 可変長データのロード
注意：注意：注意：注意：

1. 制御ファイルの先頭には、LOAD DATA文が必要です。

2. INFILE *は、データが外部ファイルではなく制御ファイル内にあることを示します。

3. データをロードする表（dept）を識別するために、INTO TABLE文が必要です。デフォ
ルトでは、SQL*Loader でレコードを挿入するには、表は空である必要があります。

4. FIELDS TERMINATED BYは、データがカンマで終わることを示します。また、一重引
用符で囲むこともできます。データ型のデフォルトはどのフィールドでも CHARです。

5. ロードする列の名前をカッコで囲んで指定します。データ型および長さは指定されない
ため、デフォルトは 大 255 バイトの CHAR型になります。

6. BEGINDATAはデータの始まりを指定します。

事例事例事例事例 1 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase1

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase1.ctl LOG=ulcase1.log

SQL*Loader によって dept表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、
システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを
調べます。
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事例 1: 可変長データのロード
事例事例事例事例 1 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase1.ctl
Data File:      ulcase1.ctl
  Bad File:     ulcase1.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table DEPT, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: INSERT

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
1) DEPTNO                              FIRST     *   ,  O(") CHARACTER            
   DNAME                                NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
2) LOC                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            

Table DEPT:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                  49536 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:10:13 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:10:14 2002

Elapsed time was:     00:00:01.53
CPU time was:         00:00:00.20    
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事例 2: 固定形式フィールドのロード
注意：注意：注意：注意：

1. 各フィールドの位置と長さは、入力ファイルのデリミタに基づいてレコードごとに判断
されます。

2. O(")は、オプションとして、引用符でデータを囲むこともできることを示します。

事例事例事例事例 2: 固定形式フィールドのロード固定形式フィールドのロード固定形式フィールドのロード固定形式フィールドのロード
ここでは、次のことを説明します。

� 別のデータ・ファイルを使用します。詳細は、5-7 ページの「データ・ファイルの指定」
を参照してください。

� データ変換を行います。詳細は、6-22 ページの「データ型の変換」を参照してくださ
い。

この事例では、フィールドの位置とデータ型を明示的に指定します。

事例事例事例事例 2 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase2.ctlです。

1)   LOAD DATA
2)   INFILE 'ulcase2.dat'
3)   INTO TABLE emp
4)   (empno         POSITION(01:04)   INTEGER EXTERNAL,
       ename          POSITION(06:15)   CHAR,
       job            POSITION(17:25)   CHAR,
       mgr            POSITION(27:30)   INTEGER EXTERNAL,
       sal            POSITION(32:39)   DECIMAL EXTERNAL,
       comm           POSITION(41:48)   DECIMAL EXTERNAL,
5)   deptno         POSITION(50:51)   INTEGER EXTERNAL)

注意：注意：注意：注意：

1. 制御ファイルの先頭には、LOAD DATA文が必要です。

2. データを含むファイルの名前は、INFILEパラメータの後に置かれます。

3. データをロードする表を識別するために、INTO TABLE文が必要です。

4. 番号 4) と 5) の間の行は、列名およびその列にロードするデータ・ファイル中のデータ
の位置を示します。empno、ename、jobなどは、emp表にある列の名前です。データ
型（INTEGER EXTERNAL、CHAR、DECIMAL EXTERNAL）は、emp表の列のデータ型で
はなくデータ・ファイル内のデータ・フィールドのデータ型です。

5. 一連の列指定は、カッコで囲みます。
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事例 2: 固定形式フィールドのロード
事例事例事例事例 2 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
ファイル ulcase2.datのデータの一部を示します。空白フィールドは自動的に NULL に
設定されます。

7782 CLARK      MANAGER   7839  2572.50          10 
7839 KING       PRESIDENT       5500.00          10 
7934 MILLER     CLERK     7782   920.00          10 
7566 JONES      MANAGER   7839  3123.75          20 
7499 ALLEN      SALESMAN  7698  1600.00   300.00 30 
7654 MARTIN     SALESMAN  7698  1312.50  1400.00 30 
7658 CHAN       ANALYST   7566  3450.00          20 
7654 MARTIN     SALESMAN  7698  1312.50  1400.00 30

事例事例事例事例 2 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。事例 1 を実行してある場合、手順 1 および手順 2 を省
略できます。ulcase1.sqlスクリプトは、事例 1 および事例 2 で共通です。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase1

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase2.ctl LOG=ulcase2.log

SQL*Loader によって表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、シス
テム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを調べ
ます。

この例で emp表にロードされたレコードには、部門番号が付けられています。dept表
が 初にロードされていないと、参照整合性チェックによってそれらのレコードは拒否
されます（参照整合性制約が emp表で有効な場合）。
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事例 2: 固定形式フィールドのロード
事例事例事例事例 2 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase2.ctl
Data File:      ulcase2.dat
  Bad File:     ulcase2.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: INSERT

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
ENAME                                6:15    10           CHARACTER            
JOB                                 17:25     9           CHARACTER            
MGR                                 27:30     4           CHARACTER            
SAL                                 32:39     8           CHARACTER            
COMM                                41:48     8           CHARACTER            
DEPTNO                              50:51     2           CHARACTER            

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                   3840 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:17:39 2002
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事例 3: 自由区分形式ファイルのロード
Run ended on Wed Feb 27 14:17:39 2002

Elapsed time was:     00:00:00.81
CPU time was:         00:00:00.15    

事例事例事例事例 3: 自由区分形式ファイルのロード自由区分形式ファイルのロード自由区分形式ファイルのロード自由区分形式ファイルのロード
ここでは、次のことを説明します。

� ストリーム形式のデータ（ENCLOSED BYで指定した文字で囲まれたデータおよび
TERMINATED BYで指定した文字で区切られているデータ）をロードします。詳細は、
6-44 ページの「デリミタ付きフィールド」を参照してください。

� DATEデータ型を使用して日付をロードします。詳細は、6-15 ページの「日時データ型
および期間データ型」を参照してください。

� SEQUENCE番号を使用して、ロードしたデータに一意キーを生成します。詳細は、6-54
ページの「列への一意の順序番号の設定」を参照してください。

� APPENDを使用して、新しいレコードを挿入する前に表を空にする必要がないことを指
定します。詳細は、5-31 ページの「表固有のロード方法」を参照してください。

� 制御ファイルでコメントを使用します。コメントは先頭に二重ハイフンを付けます。詳
細は、5-4 ページの「制御ファイルのコメント」を参照してください。

事例事例事例事例 3 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
この制御ファイルからは、事例 2 と同じ表がロードされます。ただし、列が 3 つ

（hiredate、projno、loadseq）追加されています。デモンストレーション用の emp表
には、projno列および loadseq列が含まれていません。この制御ファイルをテストする
場合は、次のコマンドを入力して emp表にこの 2 つの列を追加します。

ALTER TABLE emp ADD (projno NUMBER, loadseq NUMBER);

データは、事例 2 の形式とは異なります。引用符で囲まれているデータと、カンマで区切ら
れているデータがあり、deptnoと projnoの値はコロンで区切られています。

1)   -- Variable-length, delimited, and enclosed data format
   LOAD DATA
2)   INFILE *
3)   APPEND
   INTO TABLE emp
4)   FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
   (empno, ename, job, mgr,
5)   hiredate DATE(20) "DD-Month-YYYY",
   sal, comm, deptno CHAR TERMINATED BY ':',
   projno,
6)   loadseq  SEQUENCE(MAX,1))
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事例 3: 自由区分形式ファイルのロード
7)   BEGINDATA
8)   7782, "Clark", "Manager", 7839, 09-June-1981, 2572.50,,  10:101
   7839, "King", "President", , 17-November-1981,5500.00,,10:102
   7934, "Miller", "Clerk", 7782, 23-January-1982, 920.00,, 10:102
   7566, "Jones", "Manager", 7839, 02-April-1981, 3123.75,, 20:101
   7499, "Allen", "Salesman", 7698, 20-February-1981, 1600.00,
   (same line continued)                 300.00, 30:103
   7654, "Martin", "Salesman", 7698, 28-September-1981, 1312.50,
   (same line continued)                1400.00, 3:103
   7658, "Chan", "Analyst", 7566, 03-May-1982, 3450,,  20:101

注意：注意：注意：注意：

1. ファイル内の任意のコマンドラインにコメントを入力できます。ただし、データにはコ
メントを表示できません。コメントは二重ハイフンの後に記述します。二重ハイフン
は、コマンドライン内の任意の位置に置くことができます。

2. INFILE *は、データが制御ファイルの終わりにあることを示します。

3. APPENDは、表内にすでに行が含まれていても、データをロードすることを示します。
表を空にする必要はありません。

4. データ・フィールドの終了記号のデフォルトはカンマです。また、二重引用符（"）で
囲むこともできます。

5. hiredate列にロードするデータの書式は、DD-Month-YYYY です。データ・フィール
ドの長さは、 大の 20 に指定されます。 大長は、デフォルトのバイト長セマンティ
クスを使用したバイト単位です。文字長セマンティクスが使用された場合、長さは文字
単位になります。長さの指定がない場合、日付フィールドの長さは、日付マスクの長さ
により異なります。

6. SEQUENCE関数は、loadseq列に一意の番号を生成します。この関数は loadseq列の
現在の 大値を認識し、行を挿入するたびに増分値（1）を追加して loadseqの値を求
めます。

7. BEGINDATAは、制御情報の終わりとデータの始めを示します。

8. 物理レコードはいずれも 1 件の論理レコードと対応しますが、フィールドの長さがそれ
ぞれ異なるため、レコードの長さも異なることがあります。また、いくつかの行の
comm列が NULL 値となることもあります。

事例事例事例事例 3 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger
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事例 3: 自由区分形式ファイルのロード
SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase3

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase3.ctl LOG=ulcase3.log

SQL*Loader によって表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、シス
テム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを調べ
ます。

事例事例事例事例 3 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase3.ctl
Data File:      ulcase3.ctl
  Bad File:     ulcase3.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: APPEND

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                               FIRST     *   ,  O(") CHARACTER            
ENAME                                NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
JOB                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
MGR                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
HIREDATE                             NEXT    20   ,  O(") DATE DD-Month-YYYY   
SAL                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
COMM                                 NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
DEPTNO                               NEXT     *   :  O(") CHARACTER            
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事例 4: 結合された物理レコードのロード
PROJNO                               NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
LOADSEQ                                                   SEQUENCE (MAX, 1)

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.
Space allocated for bind array:                 134976 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:25:29 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:25:30 2002

Elapsed time was:     00:00:00.81
CPU time was:         00:00:00.15    

事例事例事例事例 4: 結合された物理レコードのロード結合された物理レコードのロード結合された物理レコードのロード結合された物理レコードのロード
ここでは、次のことを説明します。

� CONTINUEIFを使用して、複数の物理レコードを結合し 1 つの論理レコードを作成しま
す。5-27 ページの「CONTINUEIF を使用した論理レコードの作成」を参照してくださ
い。

� 負数を挿入します。

� REPLACEを指定して、新しいデータが挿入される前に表を空にします。5-31 ページの
「表固有のロード方法」を参照してください。

� DISCARDFILEを使用して、制御ファイル内で廃棄ファイルを指定します。5-14 ページ
の「廃棄ファイルの指定」を参照してください。

� DISCARDMAXを使用して、廃棄レコードの 大数を指定します。5-14 ページの「廃棄
ファイルの指定」を参照してください。

� 一意の索引での値の重複、または無効なデータ値を防ぐため、レコードを拒否します。
5-13 ページの「拒否レコードの条件」を参照してください。
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事例 4: 結合された物理レコードのロード
事例事例事例事例 4 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase4.ctlです。

   LOAD DATA
   INFILE 'ulcase4.dat'
1)   DISCARDFILE 'ulcase4.dsc'
2)   DISCARDMAX 999
3)   REPLACE
4)   CONTINUEIF THIS (1) = '*'
   INTO TABLE emp
  (empno         POSITION(1:4)         INTEGER EXTERNAL,
   ename         POSITION(6:15)        CHAR,
   job           POSITION(17:25)       CHAR,
   mgr           POSITION(27:30)       INTEGER EXTERNAL,
   sal           POSITION(32:39)       DECIMAL EXTERNAL,
   comm          POSITION(41:48)       DECIMAL EXTERNAL,
   deptno        POSITION(50:51)       INTEGER EXTERNAL,
   hiredate      POSITION(52:60)       INTEGER EXTERNAL)

注意：注意：注意：注意：

1. DISCARDFILEは、ulcase4.dscという名前の廃棄ファイルを指定します。

2. DISCARDMAXは、実行終了までに処理できる廃棄レコードの 大数を、999 に設定しま
す（実際は、すべてのレコードを廃棄できます）。

3. REPLACEは、データのロード先の表にすでにデータが含まれている場合、新しいデー
タのロード前に SQL*Loader でそのデータを削除することを指定します。

4. CONTINUEIF THISは、現在のレコードの 1 列目にアスタリスクがある場合に、その次
の物理レコードがこの現在のレコードに追加され、論理レコードが形成されることを指
定します。そのため、各物理レコードの 1 列目には、アスタリスクまたはデータ以外の
値が必要となります。

事例事例事例事例 4 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
次に、この事例のデータ・ファイル ulcase4.datを示します。1 列目にアスタリスクがあ
ります。表示されていませんが、20 列目には改行文字があります。また、clarkのコミッ
ションは -10 で、この値は SQL*Loader によって負数に変換されてからロードされます。

*7782 CLARK 
MANAGER   7839 2572.50    -10    25 12-NOV-85
*7839 KING 
PRESIDENT      5500.00           25 05-APR-83
*7934 MILLER 
CLERK     7782 920.00            25 08-MAY-80
*7566 JONES 
MANAGER   7839 3123.75           25 17-JUL-85
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事例 4: 結合された物理レコードのロード
*7499 ALLEN 
SALESMAN  7698 1600.00   300.00  25 3-JUN-84
*7654 MARTIN 
SALESMAN  7698 1312.50  1400.00  25 21-DEC-85
*7658 CHAN 
ANALYST   7566 3450.00           25 16-FEB-84
*     CHEN 
ANALYST   7566 3450.00           25 16-FEB-84
*7658 CHIN 
ANALYST   7566 3450.00           25 16-FEB-84

拒否レコード拒否レコード拒否レコード拒否レコード
後の 2 件のレコードは、次の場合に拒否されます。empno列に一意の索引が作成されてい

る場合は、chinと chanの empnoが等しいため、chinのレコードは受付けを拒否されま
す。empno列が NOT NULLと定義されている場合は、empnoに値が存在しないため chenの
レコードは拒否されます。

事例事例事例事例 4 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase4

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase4.ctl LOG=ulcase4.log

SQL*Loader によって表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、シス
テム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを調べ
ます。
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事例 4: 結合された物理レコードのロード
事例事例事例事例 4 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase4.ctl
Data File:      ulcase4.dat
  Bad File:     ulcase4.bad
  Discard File: ulcase4.dis 
 (Allow 999 discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:   1:1 = 0X2a(character '*'), in current physical record
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
ENAME                                6:15    10           CHARACTER            
JOB                                 17:25     9           CHARACTER            
MGR                                 27:30     4           CHARACTER            
SAL                                 32:39     8           CHARACTER            
COMM                                41:48     8           CHARACTER            
DEPTNO                              50:51     2           CHARACTER            
HIREDATE                            52:60     9           CHARACTER            

Record 8: Rejected - Error on table EMP.
ORA-01400: ("SCOTT"."EMP"."EMPNO") にはNULLは挿入できません。

Record 9: Rejected - Error on table EMP.
ORA-00001: 一意制約(SCOTT.EMPIX)に反しています

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  2 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                   4608 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576
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Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             9
Total logical records rejected:         2
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:28:53 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:28:54 2002

Elapsed time was:     00:00:00.91
CPU time was:         00:00:00.13    

事例事例事例事例 4 の不良ファイルの不良ファイルの不良ファイルの不良ファイル
前述の理由のため、次に示すように、8 レコード目と 9 レコード目が不良ファイルに入って
います（廃棄ファイルは作成されません）。

*     CHEN         ANALYST
      7566         3450.00           25 16-FEB-84
*7658 CHIN         ANALYST
      7566         3450.00           25 16-FEB-84

事例事例事例事例 5: 複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード複数表へのデータのロード
ここでは、次のことを説明します。

� 複数の表へデータをロードします。詳細は、5-42 ページの「複数表へのデータのロー
ド」を参照してください。

� SQL*Loader を使用して、フラット・ファイル内の繰返しグループを分析し、そのデー
タを正規化した表にロードします。このとき、ファイルの 1 件のレコードからデータ
ベースの行が複数生成される場合があります。

� 1 件の物理レコードからの複数の論理レコードを作成します。詳細は、5-38 ページの
「複数の INTO TABLE 句を使用するメリット」を参照してください。

� WHEN句を使用します。詳細は、5-34 ページの「条件に基づいたレコードのロード」を
参照してください。

� 同一フィールド（empno）を複数の表へロードします。
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事例事例事例事例 5 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase5.ctlです。

   -- Loads EMP records from first 23 characters
   -- Creates and loads PROJ records for each PROJNO listed
   -- for each employee
   LOAD DATA
   INFILE 'ulcase5.dat'
   BADFILE 'ulcase5.bad'
   DISCARDFILE 'ulcase5.dsc'
1)   REPLACE
2)    INTO TABLE emp
   (empno   POSITION(1:4)     INTEGER EXTERNAL,
   ename    POSITION(6:15)    CHAR,
   deptno   POSITION(17:18)   CHAR,
   mgr      POSITION(20:23)   INTEGER EXTERNAL)
2)   INTO TABLE proj
   -- PROJ has two columns, both not null: EMPNO and PROJNO
3)   WHEN projno != '   '
   (empno   POSITION(1:4)     INTEGER EXTERNAL,
3)   projno   POSITION(25:27)   INTEGER EXTERNAL)   -- 1st proj
2)   INTO TABLE proj
4)   WHEN projno != '   '
   (empno   POSITION(1:4)     INTEGER EXTERNAL,
4)   projno   POSITION(29:31    INTEGER EXTERNAL)   -- 2nd proj

2)   INTO TABLE proj
5)   WHEN projno != '   '
   (empno   POSITION(1:4)    INTEGER EXTERNAL,
5)  projno  POSITION(33:35)  INTEGER EXTERNAL)   -- 3rd proj 

注意：注意：注意：注意：

1. REPLACEは、データのロード先の表（emp表および proj表）にすでにデータが含まれ
ている場合に、新しい行のロード前に SQL*Loader でそのデータを削除することを指定
します。

2. INTO TABLE句を複数指定して、2 つの表（empおよび proj）にデータをロードしま
す。proj表のロードには、同じ一連のレコードが毎回異なる列の組合せで 3 回処理さ
れます。

3. WHEN句は、プロジェクト番号が空白ではない行のみをロードします。projnoに 25 ～
27 列と定義してあると、これらの列に値が存在する場合にのみ、行が projに挿入され
ます。

4. projnoに 29 ～ 31 列と定義してあると、これらの列に値が存在する場合にのみ、行が
projに挿入されます。
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5. projnoに 33 ～ 35 列と定義してあると、これらの列に値が存在する場合にのみ、行が
projに挿入されます。

事例事例事例事例 5 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
1234 BAKER      10 9999 101 102 103
1234 JOKER      10 9999 777 888 999
2664 YOUNG      20 2893 425 abc 102
5321 OTOOLE     10 9999 321  55  40
2134 FARMER     20 4555 236 456    
2414 LITTLE     20 5634 236 456  40
6542 LEE        10 4532 102 321  14
2849 EDDS       xx 4555     294  40
4532 PERKINS    10 9999  40        
1244 HUNT       11 3452 665 133 456
123  DOOLITTLE  12 9940         132
1453 MACDONALD  25 5532     200    

事例事例事例事例 5 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase5

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase5.ctl LOG=ulcase5.log

SQL*Loader によって表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、シス
テム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを調べ
ます。
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事例事例事例事例 5 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase5.ctl
Data File:      ulcase5.dat
  Bad File:     ulcase5.bad
  Discard File: ulcase5.dis 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
ENAME                                6:15    10           CHARACTER            
DEPTNO                              17:18     2           CHARACTER            
MGR                                 20:23     4           CHARACTER            

Table PROJ, loaded when PROJNO != 0X202020(character '   ')
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
PROJNO                              25:27     3           CHARACTER            

Table PROJ, loaded when PROJNO != 0X202020(character '   ')
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
PROJNO                              29:31     3           CHARACTER            

Table PROJ, loaded when PROJNO != 0X202020(character '   ')
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
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EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
PROJNO                              33:35     3           CHARACTER            

1) Record 2: Rejected - Error on table EMP.
1)ORA-00001: 一意制約(SCOTT.EMPIX)に反しています

1) Record 8: Rejected - Error on table EMP, column DEPTNO.
1)ORA-01722: 数値が無効です。

1) Record 3: Rejected - Error on table PROJ, column PROJNO.
1)ORA-01722: 数値が無効です。

Table EMP:
2)  9 Rows successfully loaded.
2)  3 Rows not loaded due to data errors.
2)  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
2)  0 Rows not loaded because all fields were null.

Table PROJ:
3)  7 Rows successfully loaded.
3)  2 Rows not loaded due to data errors.
3)  3 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
3)  0 Rows not loaded because all fields were null.

Table PROJ:
4)  7 Rows successfully loaded.
4)  3 Rows not loaded due to data errors.
4)  2 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
4)  0 Rows not loaded because all fields were null.

Table PROJ:
5)  6 Rows successfully loaded.
5)  3 Rows not loaded due to data errors.
5)  3 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
5)  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                   4096 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:            12
Total logical records rejected:         3
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Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:34:33 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:34:34 2002

Elapsed time was:     00:00:01.00
CPU time was:         00:00:00.22    

注意：注意：注意：注意：

1. バッファ方式（配列バッチ方式）を採用しているため、物理レコードの順序ではエラー
は検出されません。不良ファイルおよび廃棄ファイルには、ログ・ファイルと同じ順序
でレコードが書き込まれます。

2. 入力された総計 12 件の論理レコードのうち、3 つの行（joker、young、edds）は拒
否されました。拒否レコード中のデータはロードされません。

3. 全レコードのうち 9 件は WHEN句の条件を満たし、2 件（jokerおよび young）はデー
タ・エラーのため拒否されました。

4. 全レコードのうち 10 件は WHEN句の条件を満たし、3 件（joker、youngおよび
edds）はデータ・エラーのため拒否されました。

5. 全レコードのうち 9 件は WHEN句の条件を満たし、3 件（joker、youngおよび edds）
はデータ・エラーのため拒否されました。

事例事例事例事例 5 のロードされた表のロードされた表のロードされた表のロードされた表
SQL 問合せおよびその結果の例を次に示します。

SQL> SELECT empno, ename, mgr, deptno FROM emp;
EMPNO      ENAME           MGR           DEPTNO
------     ------          ------        ------
1234       BAKER           9999          10
5321       OTOOLE          9999          10
2134       FARMER          4555          20
2414       LITTLE          5634          20
6542       LEE             4532          10
4532       PERKINS         9999          10
1244       HUNT            3452          11
123        DOOLITTLE       9940          12
1453       MACDONALD       5532          25

SQL> SELECT * from PROJ order by EMPNO;

EMPNO              PROJNO
------             ------
123                132
1234               101
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1234               103
1234               102
1244               665
1244               456
1244               133
1453               200
2134               236
2134               456
2414               236
2414               456
2414               40
4532               40
5321               321
5321               40
5321               55
6542               102
6542               14
6542               321

事例事例事例事例 6: ダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータのダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータのダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータのダイレクト・パス・ロード方式を使用したデータの
ロードロードロードロード

この事例では、ダイレクト・パス・ロード方式を使用して emp表にデータをロードしなが
ら、同時にすべての索引も構築します。機能は次のとおりです。

� ロードおよび索引データ作成のために、ダイレクト・パス・ロード方式を使用します。
詳細は、第 9 章を参照してください。

� データを事前ソートする索引を指定します。詳細は、9-17 ページの「高速索引付けのた
めのデータの事前ソート」を参照してください。

� NULLIF句。詳細は、6-32 ページの「WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用」
を参照してください。

� すべてが空白の数値フィールドを NULLとしてロードします。詳細は、6-40 ページの
「すべてが空白のフィールドのロード」を参照してください。

この事例では、フィールド位置とデータ型を明示的に指定します。
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事例事例事例事例 6 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase6.ctlです。

   LOAD DATA
   INFILE 'ulcase6.dat'
   REPLACE
   INTO TABLE emp
1)   SORTED INDEXES (empix)
2)  (empno POSITION(01:04) INTEGER EXTERNAL NULLIF empno=BLANKS,
   ename  POSITION(06:15) CHAR,
   job    POSITION(17:25) CHAR,
   mgr    POSITION(27:30) INTEGER EXTERNAL NULLIF mgr=BLANKS,
   sal    POSITION(32:39) DECIMAL EXTERNAL NULLIF sal=BLANKS,
   comm   POSITION(41:48) DECIMAL EXTERNAL NULLIF comm=BLANKS,
   deptno POSITION(50:51) INTEGER EXTERNAL NULLIF deptno=BLANKS)

注意：注意：注意：注意：

1. SORTED INDEXES文で、データをソートしている索引を指定します。この文を指定する
ことで、索引 empixの列によってデータ・ファイルがあらかじめソートされているこ
とを示します。SORTED INDEXESによって、ダイレクト・パス・ロード方法の使用時
に SQL*Loader でこのデータに対するソートが処理されなくなるため、索引作成を 適
化できます。

2. NULLIF...BLANKS句は、データ・ファイル中のフィールドの値がすべて空白の場合
は、列が NULLとしてロードされるように指定します。詳細は、6-32 ページの

「WHEN、NULLIF および DEFAULTIF 句の使用」を参照してください。

事例事例事例事例 6 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
7499 ALLEN      SALESMAN  7698  1600.00   300.00 30 
7566 JONES      MANAGER   7839  3123.75          20 
7654 MARTIN     SALESMAN  7698  1312.50  1400.00 30 
7658 CHAN       ANALYST   7566  3450.00          20 
7782 CLARK      MANAGER   7839  2572.50          10 
7839 KING       PRESIDENT       5500.00          10 
7934 MILLER     CLERK     7782   920.00          10 
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事例事例事例事例 6 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase6

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。必ず DIRECT=trueを指定してください。指定しない場合、従来型パスがデフォル
トで使用され、事例は正常に実行されません。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase6.ctl LOG=ulcase6.log DIRECT=true

SQL*Loader は、ダイレクト・パス・ロード方式を使用して emp表をロードし、ログ・
ファイルを作成すると、システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認する
には、ログ・ファイルを調べます。

事例事例事例事例 6 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase6.ctl
Data File:      ulcase6.dat
  Bad File:     ulcase6.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Continuation:    none specified
Path used:      Direct

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
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EMPNO                                 1:4     4           CHARACTER            
ENAME                                6:15    10           CHARACTER            
JOB                                 17:25     9           CHARACTER            
MGR                                 27:30     4           CHARACTER            
    NULL if MGR = BLANKS
SAL                                 32:39     8           CHARACTER            
    NULL if SAL = BLANKS
COMM                                41:48     8           CHARACTER            
    NULL if COMM = BLANKS
DEPTNO                              50:51     2           CHARACTER            
    NULL if EMPNO = BLANKS

The following index(es) on table EMP were processed:
index SCOTT.EMPIX loaded successfully with 7 keys

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.
Bind array size not used in direct path.
Column array  rows :    5000
Stream buffer bytes:  256000
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0
Total stream buffers loaded by SQL*Loader main thread:        2
Total stream buffers loaded by SQL*Loader load thread:        0

Run began on Wed Feb 27 13:21:29 2002
Run ended on Wed Feb 27 13:21:32 2002

Elapsed time was:     00:00:02.96
CPU time was:         00:00:00.22    
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事例事例事例事例 7: 書式化されたレポートからのデータの抽出書式化されたレポートからのデータの抽出書式化されたレポートからのデータの抽出書式化されたレポートからのデータの抽出
この事例では、SQL*Loader の文字列処理機能が書式化されたレポートからデータを抽出し
ます。この事例では、未定義のフィールドの 後の値を使用するトリガーを作成します。こ
こでは、次のことを説明します。

� SQL*Loader の INSERTトリガーを使用します。データベース・トリガーの詳細は、
『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� データの処理のために SQL 文字列を使用します。6-48 ページの「フィールドへの SQL
演算子の適用」を参照してください。

� 初と 後で異なるデリミタを使用します。詳細は、6-24 ページの「デリミタの指定」
を参照してください。

� SYSDATEを使用します。6-54 ページの「列への現在の日付の設定」を参照してくださ
い。

� TRAILING NULLCOLS句を使用します。5-37 ページの「TRAILING NULLCOLS 句」を
参照してください。

� あいまいなフィールド長に対する警告を発行します。6-21 ページの「システム固有の
データ型フィールド長の競合」および 6-27 ページの「文字データ型フィールド長の競
合」を参照してください。

� 廃棄ファイルを使用します。詳細は、5-14 ページの「制御ファイルでの廃棄ファイルの
指定」を参照してください。

BEFORE INSERT トリガーの作成トリガーの作成トリガーの作成トリガーの作成
この事例では、データ行に部門番号、ジョブ名およびマネージャ番号のフィールドがない場
合、それらを書き込むための BEFORE INSERTトリガーが必要です。値が存在する場合は、
グローバル変数に保存されます。値が存在しない場合は、そのグローバル変数が使用されま
す。

ulcase7s.sqlスクリプトを実行すると、INSERTトリガーおよびグローバル変数パッケー
ジが作成されます。

次に、グローバル変数で定義されるパッケージを示します。

CREATE OR REPLACE PACKAGE uldemo7 AS   -- Global Package Variables
    last_deptno   NUMBER(2);
    last_job      VARCHAR2(9);
    last_mgr      NUMBER(4);
    END uldemo7;
/

次に、INSERTトリガーの定義を示します。

CREATE OR REPLACE TRIGGER uldemo7_emp_insert
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  BEFORE INSERT ON emp
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :new.deptno IS NOT NULL THEN
     uldemo7.last_deptno := :new.deptno;  -- save value for later
  ELSE
     :new.deptno := uldemo7.last_deptno;  -- use last valid value
  END IF;
  IF :new.job IS NOT NULL THEN
     uldemo7.last_job := :new.job;
  ELSE
     :new.job := uldemo7.last_job;
  END IF;
  IF :new.mgr IS NOT NULL THEN
     uldemo7.last_mgr := :new.mgr;
  ELSE
     :new.mgr := uldemo7.last_mgr;
  END IF;
END;
/

残りの事例の実行を続ける前に、必ず ulcase7e.sqlスクリプトを実行して、INSERTトリ
ガーおよびグローバル変数パッケージを削除してください。詳細は、10-32 ページの「事例 7
の実行」を参照してください。

事例事例事例事例 7 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase7.ctlです。

   LOAD DATA
   INFILE 'ulcase7.dat'
   DISCARDFILE 'ulcase7.dis'
   APPEND
   INTO TABLE emp
1)     WHEN (57) = '.'
2)   TRAILING NULLCOLS
3)   (hiredate SYSDATE,
4)      deptno POSITION(1:2)  INTEGER EXTERNAL(3)
5)             NULLIF deptno=BLANKS,
      job    POSITION(7:14)  CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
6)             NULLIF job=BLANKS  "UPPER(:job)",

注意注意注意注意 : FOR EACH ROW句は重要です。SQL*Loader は配列インタフェース
を使用するため、この句を指定しなかった場合、INSERTトリガーは挿入
配列ごとに 1 回のみ実行します。
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7)    mgr    POSITION(28:31) INTEGER EXTERNAL 
             TERMINATED BY WHITESPACE, NULLIF mgr=BLANKS,
      ename  POSITION(34:41) CHAR 
             TERMINATED BY WHITESPACE  "UPPER(:ename)",
      empno  POSITION(45) INTEGER EXTERNAL 
             TERMINATED BY WHITESPACE,
      sal    POSITION(51) CHAR  TERMINATED BY WHITESPACE
8)             "TO_NUMBER(:sal,'$99,999.99')",
9)    comm   INTEGER EXTERNAL  ENCLOSED BY '(' AND '%'
             ":comm * 100"
   )

注意：注意：注意：注意：

1. 列 57（給与フィールド）の小数点は、データが入っている行を識別します。レポート内
の他の行はすべて廃棄されます。

2. TRAILING NULLCOLS句を指定すると、SQL*Loader ではレコードの 後で欠落してい
るフィールドが NULL として扱われます。すべてのレコードにコミッション・フィール
ドが存在するわけではありません。そのため、8 フィールド検出されるはずの問合せに
対して 7 フィールドのみが検出された場合でも、この句はレコードを拒否しないで
NULL コミッションをロードします。

3. 従業員の雇用日が、現在のシステム日付を使用して記入されます。

4. この指定は、指定した長さがフィールド位置で決定された長さと一致していない場合に
警告メッセージを生成します。指定した長さ（3）が使用されます。詳細は、10-33 ペー
ジの「事例 7 のログ・ファイル」を参照してください。デフォルトのバイト長セマン
ティクスによって、長さはバイト単位になります。文字長セマンティクスが使用された
場合、長さは文字単位になります。

5. レポートは値が変更されたときにのみ部門番号、ジョブおよびマネージャを表示するた
め、これらのフィールドは、空白になる可能性があります。この制御ファイルでは、そ
れらを NULL としてロードして、挿入トリガーで 新の有効な値を書き込みます。

6. SQL 文字列はジョブ名を大文字に変更します。

7. ここで開始位置を指定する必要があります。ジョブ・フィールドおよびマネージャ・
フィールドが両方とも空白の場合、ジョブ・フィールドの TERMINATED BY 
WHITESPACE句によって、SQL*Loader は従業員名フィールドに進みます。POSITION
句がない場合、従業員名フィールドは誤ってマネージャ・フィールドと解釈されます。

8. SQL 文字列はフィールドを書式化文字列から数字に変換します。数値は領域が少なくて
済むため、様々な書式化オプションで印刷できます。

9. この事例では、 初と 後の異なるデリミタが、書式化フィールドから数値を選択しま
す。その後、SQL 文字列は格納形式に値を変換します。
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事例事例事例事例 7 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
次に、ロードされるデータを示します。

               Today's Newly Hired Employees

Dept  Job       Manager   MgrNo  Emp Name  EmpNo  Salary/Commission
----  --------  --------  -----  --------  -----  -----------------
20    Salesman  Blake      7698  Shepard    8061  $1,600.00 (3%)
                                 Falstaff   8066  $1,250.00 (5%)
                                 Major      8064  $1,250.00 (14%)

30    Clerk     Scott      7788  Conrad     8062  $1,100.00
                Ford       7369  DeSilva    8063    $800.00
      Manager   King       7839  Provo      8065  $2,975.00

事例事例事例事例 7 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase7s

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase7.ctl LOG=ulcase7.log

SQL*Loader によってレポートからデータが抽出され、ログ・ファイルが作成されると、
システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを
調べます。

4. この事例の実行後、残りの事例の実行を続ける前に、挿入トリガーおよびグローバル変
数パッケージを削除する必要があります。削除するには、ulcase7.sqlスクリプトを
次のように実行します。

SQL> @ulcase7e
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事例事例事例事例 7 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

1) SQL*Loader-307: Warning: conflicting lengths 2 and 3 specified for column    
DEPTNO
 table EMP
 Control File: ulcase7.ctl
 Data File:    ulcase7.dat
 Bad File:     ulcase7.bad
 Discard File: ulcase7.dis 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded when 57:57 = 0X2e(character '.')
Insert option in effect for this table: APPEND
TRAILING NULLCOLS option in effect

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
HIREDATE                                                  SYSDATE
DEPTNO                                1:2     3           CHARACTER            
    NULL if DEPTNO = BLANKS
JOB                                  7:14     8  WHT      CHARACTER            
    NULL if JOB = BLANKS
    SQL string for column : "UPPER(:job)"
MGR                                 28:31     4  WHT      CHARACTER            
    NULL if MGR = BLANKS
ENAME                               34:41     8  WHT      CHARACTER            
    SQL string for column : "UPPER(:ename)"
EMPNO                                NEXT     *  WHT      CHARACTER            
SAL                                    51     *  WHT      CHARACTER            
    SQL string for column : "TO_NUMBER(:sal,'$99,999.99')"
COMM                                 NEXT     *        (  CHARACTER            
                                                        % 
    SQL string for column : ":comm * 100"

2) Record 1: Discarded - failed all WHEN clauses.
   Record 2: Discarded - failed all WHEN clauses.
   Record 3: Discarded - failed all WHEN clauses.
   Record 4: Discarded - failed all WHEN clauses.
   Record 5: Discarded - failed all WHEN clauses.
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   Record 6: Discarded - failed all WHEN clauses.
   Record 10: Discarded - failed all WHEN clauses.

Table EMP:
   6 Rows successfully loaded.
   0 Rows not loaded due to data errors.
2) 7 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
   0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                  51584 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

   Total logical records skipped:          0
   Total logical records read:            13
   Total logical records rejected:         0
2) Total logical records discarded:        7

Run began on Wed Feb 27 14:54:03 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:54:04 2002

Elapsed time was:     00:00:00.99
CPU time was:         00:00:00.21    

注意：注意：注意：注意：

1. 指定した長さと、位置指定から導出された長さが違うため警告が生成されます。

2. レポートの先頭には 6 行のヘッダーがあります。3 行にテキストが含まれ、残りの 3 行
は空白です。レポート内の空白のセパレータ行同様に、6 行すべてのヘッダーが拒否さ
れます。

事例事例事例事例 8: パーティション化された表のロードパーティション化された表のロードパーティション化された表のロードパーティション化された表のロード
ここでは、次のことを説明します。

� データをパーティション化します。パーティション化データの概念については、
『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

� フィールド位置およびデータ型を明示的に定義します。

� 固定レコード長オプションを使用したロードを行います。詳細は、3-4 ページの「入力
データおよびデータ・ファイル」を参照してください。
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事例事例事例事例 8 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase8.ctlです。出荷日ごとにデータをパーティション化した
lineitem表に対して、固定長レコードをロードします。

LOAD DATA
1)  INFILE 'ulcase8.dat' "fix 129"
BADFILE 'ulcase8.bad'
TRUNCATE
INTO TABLE lineitem
PARTITION (ship_q1)
2)  (l_orderkey      position   (1:6) char,
    l_partkey       position   (7:11) char,
    l_suppkey       position  (12:15) char,
    l_linenumber    position  (16:16) char,
    l_quantity      position  (17:18) char,
    l_extendedprice position  (19:26) char,
    l_discount      position  (27:29) char,
    l_tax           position  (30:32) char,
    l_returnflag    position  (33:33) char,
    l_linestatus    position  (34:34) char,
    l_shipdate      position  (35:43) char,
    l_commitdate    position  (44:52) char,
    l_receiptdate   position  (53:61) char,
    l_shipinstruct  position  (62:78) char,
    l_shipmode      position  (79:85) char,
    l_comment       position (86:128) char)

注意：注意：注意：注意：

1. データ・ファイルの各レコードが固定長であることを示します（この例では 129 文字で
す）。

2. 各列にロードするデータ・ファイルの列名およびデータの位置を示します。

表の作成表の作成表の作成表の作成
データをパーティション化するには、出荷日ごとに 4 つのパーティションを使用して、
lineitem表を作成します。

create table lineitem
(l_orderkey     number,
l_partkey       number,
l_suppkey       number,
l_linenumber    number,
l_quantity      number,
l_extendedprice number,
l_discount      number,
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l_tax           number,
l_returnflag    char,
l_linestatus    char,
l_shipdate      date,
l_commitdate    date,
l_receiptdate   date,
l_shipinstruct  char(17),
l_shipmode      char(7),
l_comment       char(43))
partition by range (l_shipdate)
(
partition ship_q1 values less than (TO_DATE('01-APR-1996', 'DD-MON-YYYY'))
tablespace p01,
partition ship_q2 values less than (TO_DATE('01-JUL-1996', 'DD-MON-YYYY'))
tablespace p02,
partition ship_q3 values less than (TO_DATE('01-OCT-1996', 'DD-MON-YYYY'))
tablespace p03,
partition ship_q4 values less than (TO_DATE('01-JAN-1997', 'DD-MON-YYYY'))
tablespace p04
)

事例事例事例事例 8 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
次に、この事例のデータ・ファイル ulcase8.datを示します。各レコード長は 128 文字で
す。ファイル内の各レコードの前には、空白が 5 つあります。

     1 151978511724386.60 7.04.0NO09-SEP-6412-FEB-9622-MAR-96DELIVER IN PERSONTRUCK  
iPBw4mMm7w7kQ zNPL i261OPP                 
     1 2731 73223658958.28.09.06NO12-FEB-9628-FEB-9620-APR-96TAKE BACK RETURN MAIL   
5wM04SNyl0AnghCP2nx lAi                    
     1 3370 3713 810210.96 .1.02NO29-MAR-9605-MAR-9631-JAN-96TAKE BACK RETURN REG 
AIRSQC2C 5PNCy4mM                             
     1 5214 46542831197.88.09.06NO21-APR-9630-MAR-9616-MAY-96NONE             AIR    
Om0L65CSAwSj5k6k                           
     1 6564  6763246897.92.07.02NO30-MAY-9607-FEB-9603-FEB-96DELIVER IN PERSONMAIL   
CB0SnyOL PQ32B70wB75k 6Aw10m0wh            
     1 7403 160524 31329.6 .1.04NO30-JUN-9614-MAR-9601 APR-96NONE             FOB    
C2gOQj OB6RLk1BS15 igN                     
     2 8819 82012441659.44  0.08NO05-AUG-9609-FEB-9711-MAR-97COLLECT COD      AIR    
O52M70MRgRNnmm476mNm                       
     3 9451 721230 41113.5.05.01AF05-SEP-9629-DEC-9318-FEB-94TAKE BACK RETURN FOB    
6wQnO0Llg6y                                
     3 9717  1834440788.44.07.03RF09-NOV-9623-DEC-9315-FEB-94TAKE BACK RETURN SHIP   
LhiA7wygz0k4g4zRhMLBAM                     
     3 9844 1955 6 8066.64.04.01RF28-DEC-9615-DEC-9314-FEB-94TAKE BACK RETURN REG 
AIR6nmBmjQkgiCyzCQBkxPPOx5j4hB 0lRywgniP1297  
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事例事例事例事例 8 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase8

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase8.ctl LOG=ulcase8.log

SQL*Loader によってデータをパーティション化およびロードされ、ログ・ファイルが
作成されると、システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ロ
グ・ファイルを調べます。

事例事例事例事例 8 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase8.ctl
Data File:      ulcase8.dat
  File processing option string: "fix 129"
  Bad File:     ulcase8.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table LINEITEM, partition SHIP_Q1, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this partition: TRUNCATE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
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------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
L_ORDERKEY                            1:6     6           CHARACTER            
L_PARTKEY                            7:11     5           CHARACTER            
L_SUPPKEY                           12:15     4           CHARACTER            
L_LINENUMBER                        16:16     1           CHARACTER            
L_QUANTITY                          17:18     2           CHARACTER            
L_EXTENDEDPRICE                     19:26     8           CHARACTER            
L_DISCOUNT                          27:29     3           CHARACTER            
L_TAX                               30:32     3           CHARACTER            
L_RETURNFLAG                        33:33     1           CHARACTER            
L_LINESTATUS                        34:34     1           CHARACTER            
L_SHIPDATE                          35:43     9           CHARACTER            
L_COMMITDATE                        44:52     9           CHARACTER            
L_RECEIPTDATE                       53:61     9           CHARACTER            
L_SHIPINSTRUCT                      62:78    17           CHARACTER            
L_SHIPMODE                          79:85     7           CHARACTER            
L_COMMENT                          86:128    43           CHARACTER            

Record 4: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 5: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 6: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 7: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 8: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 9: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Record 10: Rejected - Error on table LINEITEM, partition SHIP_Q1.
ORA-14401: 挿入されたパーティション・キーが指定されたパーティションの範囲外です。

Table LINEITEM, partition SHIP_Q1:
  3 Rows successfully loaded.
  7 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.
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Space allocated for bind array:                  11008 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:            10
Total logical records rejected:         7
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 15:02:28 2002
Run ended on Wed Feb 27 15:02:29 2002

Elapsed time was:     00:00:01.37
CPU time was:         00:00:00.20    

事例事例事例事例 9: LOBFILE のロード（のロード（のロード（のロード（CLOB））））
ここでは、次のことを説明します。

� resumeと呼ばれる CLOB列を emp表に追加します。

� FILLER フィールド（res_file）を使用します。

� 複数の LOBFILE を emp表にロードします。

事例事例事例事例 9 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase9.ctlです。各従業員の職務経歴とともに、新しいレコードを emp
表にロードします。それぞれの履歴は、別々のファイルに定義されています。

LOAD DATA
INFILE *
INTO TABLE emp
REPLACE
FIELDS TERMINATED BY ','
( empno    INTEGER EXTERNAL,
  ename    CHAR,
  job      CHAR,
  mgr      INTEGER EXTERNAL,
  sal      DECIMAL EXTERNAL,
  comm     DECIMAL EXTERNAL,
  deptno   INTEGER EXTERNAL,
1)  res_file FILLER CHAR,
2)  "RESUME" LOBFILE (res_file) TERMINATED BY EOF NULLIF res_file = 'NONE'
)
BEGINDATA
7782,CLARK,MANAGER,7839,2572.50,,10,ulcase91.dat
7839,KING,PRESIDENT,,5500.00,,10,ulcase92.dat
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7934,MILLER,CLERK,7782,920.00,,10,ulcase93.dat
7566,JONES,MANAGER,7839,3123.75,,20,ulcase94.dat
7499,ALLEN,SALESMAN,7698,1600.00,300.00,30,ulcase95.dat
7654,MARTIN,SALESMAN,7698,1312.50,1400.00,30,ulcase96.dat
7658,CHAN,ANALYST,7566,3450.00,,20,NONE

注意：注意：注意：注意：

1. FILLER フィールドです。FILLER フィールドがマップされているデータ・フィールドの
値が割り当てられます。詳細は、6-6 ページの「FILLER フィールドの指定」を参照して
ください。

2. RESUME列は、CLOBとしてロードされます。LOBFILE の関数は、LOB フィールドの
データを含むファイルの名前を指定するフィールド名を指定します。詳細は、7-23 ペー
ジの「LOBFILE からの LOB データのロード」を参照してください。

事例事例事例事例 9 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
>>ulcase91.dat<<
                          Resume for Mary Clark

Career Objective: Manage a sales team with consistent record-breaking
                  performance.
Education:        BA Business University of Iowa 1992
Experience:       1992-1994 - Sales Support at MicroSales Inc.
                  Won "Best Sales Support" award in 1993 and 1994
                  1994-Present - Sales Manager at MicroSales Inc.
                  Most sales in mid-South division for 2 years

>>ulcase92.dat<<

                       Resume for Monica King
Career Objective: President of large computer services company
Education:        BA English Literature Bennington, 1985
Experience:       1985-1986 - Mailroom at New World Services
                  1986-1987 - Secretary for sales management at 
                              New World Services
                  1988-1989 - Sales support at New World Services
                  1990-1992 - Salesman at New World Services
                  1993-1994 - Sales Manager at New World Services
                  1995      - Vice President of Sales and Marketing at
                              New World Services
                  1996-Present - President of New World Services

>>ulcase93.dat<<

                         Resume for Dan Miller
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Career Objective: Work as a sales support specialist for a services 
                  company
Education:        Plainview High School, 1996
Experience:       1996 - Present: Mail room clerk at New World Services

>>ulcase94.dat<<

                      Resume for Alyson Jones

Career Objective: Work in senior sales management for a vibrant and
                  growing company
Education:        BA Philosophy Howard Univerity 1993
Experience:       1993 - Sales Support for New World Services
                  1994-1995 - Salesman for New World Services.  Led in
                  US sales in both 1994 and 1995.
                  1996 - present - Sales Manager New World Services.  My
                  sales team has beat its quota by at least 15% each
                  year.

>>ulcase95.dat<<

                          Resume for David Allen

Career Objective: Senior Sales man for agressive Services company
Education:        BS Business Administration, Weber State 1994
Experience:       1993-1994 - Sales Support New World Services
                  1994-present - Salesman at New World Service.  Won sales
                  award for exceeding sales quota by over 20% 
                  in 1995, 1996.

>>ulcase96.dat<<

                         Resume for Tom Martin

Career Objective: Salesman for a computing service company
Education:        1988 - BA Mathematics, University of the North
Experience:       1988-1992 Sales Support, New World Services
                  1993-present Salesman New World Services
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事例事例事例事例 9 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase9

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase9.ctl LOG=ulcase9.log

SQL*Loader によって emp表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、
システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを
調べます。

事例事例事例事例 9 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase9.ctl
Data File:      ulcase9.ctl
  Bad File:     ulcase9.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional

Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
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EMPNO                               FIRST     *   ,       CHARACTER            
ENAME                                NEXT     *   ,       CHARACTER            
JOB                                  NEXT     *   ,       CHARACTER            
MGR                                  NEXT     *   ,       CHARACTER            
SAL                                  NEXT     *   ,       CHARACTER            
COMM                                 NEXT     *   ,       CHARACTER            
DEPTNO                               NEXT     *   ,       CHARACTER            
RES_FILE                             NEXT     *   ,       CHARACTER            
  (FILLER FIELD)
"RESUME"                          DERIVED     *  EOF      CHARACTER            
    Dynamic LOBFILE.  Filename in field RES_FILE
    NULL if RES_FILE = 0X4e4f4e45(character 'NONE')

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                 132096 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 15:06:49 2002
Run ended on Wed Feb 27 15:06:50 2002

Elapsed time was:     00:00:01.01
CPU time was:         00:00:00.20    

事例事例事例事例 10: REF フィールドおよびフィールドおよびフィールドおよびフィールドおよび VARRAY のロードのロードのロードのロード
ここでは、次のことを説明します。

� 主キーを OID として利用し、注文した商品を VARRAYに格納するカスタマ表をロードし
ます。

� カスタマ表および VARRAY内の注文した商品への参照を持つ注文表をロードします。
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事例事例事例事例 10 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
LOAD DATA
INFILE *
CONTINUEIF THIS (1) = '*'
INTO TABLE customers
REPLACE
FIELDS TERMINATED BY ","
(
  CUST_NO                       CHAR,
  NAME                          CHAR,
  ADDR                          CHAR
)
INTO TABLE orders
REPLACE
FIELDS TERMINATED BY ","
(
  order_no                      CHAR,
1)  cust_no             FILLER    CHAR,
2)  cust                          REF (CONSTANT 'CUSTOMERS', cust_no),
1)  item_list_count     FILLER    CHAR,
3) item_list                     VARRAY COUNT (item_list_count)
  (
4)  item_list                   COLUMN OBJECT
    (
5)    item                      CHAR,
      cnt                       CHAR,
      price                     CHAR
    )
  )
)
6) BEGINDATA
*00001,Spacely Sprockets,15 Space Way,
*00101,00001,2,
*Sprocket clips, 10000, .01,
*Sprocket cleaner, 10, 14.00
*00002,Cogswell Cogs,12 Cogswell Lane,
*00100,00002,4,
*one quarter inch cogs,1000,.02,

注意注意注意注意 : 事例 10 では、初期化パラメータ・ファイルの COMPATIBILITY
パラメータを 8.1.0 以上に設定しておく必要があります。設定してない場
合、表が正しく作成されずにエラー・メッセージが返されます。
COMPATIBILITYパラメータの設定方法の詳細は、『Oracle9i データベー
ス移行ガイド』を参照してください。
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*one half inch cog, 150, .04,
*one inch cog, 75, .10,
*Custom coffee mugs, 10, 2.50

注意：注意：注意：注意：

1. FILLERフィールドです。FILLERフィールドがマップされているデータ・フィールド
の値が割り当てられます。詳細は、6-6 ページの「FILLER フィールドの指定」を参照し
てください。

2. REFフィールドとして作成されます。詳細は、7-15 ページの「REF 列のロード」を参照
してください。

3. item_listは、VARRAYに格納されます。

4. item_listが 2 回目に現れると、VARRAYの各要素のデータ型を識別できます。この
場合、データ型は COLUMN OBJECTです。

5. VARRAYに格納されているすべての列オブジェクトの属性が示されます。このリストは、
カッコで囲まれています。詳細は、7-2 ページの「列オブジェクトのロード」を参照し
てください。

6. データは、制御ファイルに含まれており、データの前に BEGINDATAパラメータが付き
ます。

事例事例事例事例 10 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase10

事例用の表が準備および移入されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase10.ctl LOG=ulcase10.log

SQL*Loader によってデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、システ
ム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを調べま
す。
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事例事例事例事例 10 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase10.ctl
Data File:      ulcase10.ctl
  Bad File:     ulcase10.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:   1:1 = 0X2a(character '*'), in current physical record
Path used:      Conventional

Table CUSTOMERS, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
CUST_NO                             FIRST     *   ,       CHARACTER            
NAME                                 NEXT     *   ,       CHARACTER            
ADDR                                 NEXT     *   ,       CHARACTER            

Table ORDERS, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
ORDER_NO                             NEXT     *   ,       CHARACTER            
CUST_NO                              NEXT     *   ,       CHARACTER            
  (FILLER FIELD)
CUST                              DERIVED                 REF
    Arguments are:
        CONSTANT 'CUSTOMERS'
        CUST_NO
ITEM_LIST_COUNT                      NEXT     *   ,       CHARACTER            
  (FILLER FIELD)
ITEM_LIST                         DERIVED     *           VARRAY               
    Count for VARRAY
        ITEM_LIST_COUNT

*** Fields in ITEM_LIST
ITEM_LIST                         DERIVED     *           COLUMN OBJECT        
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*** Fields in ITEM_LIST.ITEM_LIST
ITEM                                FIRST     *   ,       CHARACTER            
CNT                                  NEXT     *   ,       CHARACTER            
PRICE                                NEXT     *   ,       CHARACTER            
*** End of fields in ITEM_LIST.ITEM_LIST

*** End of fields in ITEM_LIST

Table CUSTOMERS:
  2 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Table ORDERS:
  2 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                 149120 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             2
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 14:05:29 2002
Run ended on Wed Feb 27 14:05:31 2002

Elapsed time was:     00:00:02.07
CPU time was:         00:00:00.20    
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事例事例事例事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロードキャラクタ・セットのデータのロードキャラクタ・セットのデータのロードキャラクタ・セットのデータのロード
この事例では、SQL*Loader で、Unicode キャラクタ・セットのデータ・ファイルからデー
タをロードします。この事例は、事例 3 と対応します。ただし、ここでは UTF16 キャラク
タ・セットを使用し、empnoフィールドおよび deptnoフィールドに 大長が指定されて
います。データは、CHARACTERSETキーワードが指定されているため、別々のデータ・
ファイルにある必要があります。ここでは、次のことを説明します。

� SQL*Loader を使用して、Unicode キャラクタ・セット UTF16 のデータをロードします。

� SQL*Loader を使用して、固定幅マルチバイト・キャラクタ・セットのデータをロード
します。

� 文字長セマンティクスを使用します。

� SQL*Loader を使用して、リトル・エンディアンのバイト順序でデータをロードします。
SQL*Loader を実行しているシステムのバイト順序が確認されます。必要に応じて、
SQL*Loader を使用して、バイト順序依存のデータが正しくロードされるように、デー
タのバイト順序を入れ替えます。

事例事例事例事例 11 の制御ファイルの制御ファイルの制御ファイルの制御ファイル
制御ファイルは ulcase11.ctlです。

LOAD DATA 
1) CHARACTERSET UTF16
2) BYTEORDER LITTLE
INFILE ulcase11.dat
REPLACE

INTO TABLE emp
3) FIELDS TERMINATED BY X'002c' OPTIONALLY ENCLOSED BY X'0022'
4) (empno INTEGER EXTERNAL (5), ename, job, mgr,
 hiredate DATE(20) "DD-Month-YYYY",
 sal, comm,
5) deptno   CHAR(5) TERMINATED BY ":",
 projno,
 loadseq  SEQUENCE(MAX,1) )

注意：注意：注意：注意：

1. CHARACTERSETキーワードで指定されたキャラクタ・セットは UTF16です。
SQL*Loader で、UTF16 キャラクタ・セットのデータをデータ・ファイルのキャラク
タ・セットに変換します。この行によって、文字長セマンティクスを使用してロードす
ることが SQL*Loader に指定されます。
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2. BYTEORDER LITTLEは、データ・ファイルのデータがリトル・エンディアンのバイト
順序であることが SQL*Loader に指定されます。SQL*Loader で、バイト・スワップが
必要かどうかを判断するために、実行しているシステムのバイト順序を確認します。こ
の例では、UTF16 のすべての文字データはバイト順序依存です。

3. TERMINATED BY句および OPTIONALLY ENCLOSED BY句は、両方とも 16 進文字列を指
定します。ビッグ・エンディアン形式の UTF-16 では、X'002c'はカンマ（,）のエン
コーディングです。X'0022'は、ビッグ・エンディアン形式での二重引用符（"）のエ
ンコーディングです。データ・ファイルがリトル・エンディアン形式のため、
SQL*Loader で、一致するかどうかを確認する前にバイト・スワップを行います。

これらの句が、16 進文字列のかわりに文字列として指定された場合、SQL*Loader で
データ・ファイルのキャラクタ・セット（UTF16）に文字列を変換して、一致するかど
うかを確認する前に必要なバイト・スワップを行います。

4. 文字長セマンティクスが使用されるため、empno、hiredateおよび deptnoフィール
ドの 大長は、バイトでなく文字として解釈されます。

5. deptnoフィールドの TERMINATED BY句は、文字列「:」を使用して指定します。
SQL*Loader で、文字列をデータ・ファイルのキャラクタ・セット（UTF16）に変換し
て、一致するかどうかを確認する前に必要なバイト・スワップを行います。

事例事例事例事例 11 のデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイルのデータ・ファイル
7782, "Clark", "Manager", 7839, 09-June-1981, 2572.50,, 10:101
7839, "King", "President", , 17-November-1981, 5500.00,, 10:102
7934, "Miller", "Clerk", 7782, 23-January-1982, 920.00,, 10:102
7566, "Jones", "Manager", 7839, 02-April-1981, 3123.75,, 20:101
7499, "Allen", "Salesman", 7698, 20-February-1981, 1600.00, 300.00, 30:103
7654, "Martin", "Salesman", 7698, 28-September-1981, 1312.50, 1400.00, 30:103
7658, "Chan", "Analyst", 7566, 03-May-1982, 3450,, 20:101

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 5-16 ページの「異なる文字コード体系の処理」

� 6-36 ページの「バイト順序」
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事例事例事例事例 11 の実行の実行の実行の実行
次に示す手順で、事例を実行します。

1. システム・プロンプトで次のように入力して、SQL*Plus を scott/tigerで起動しま
す。

sqlplus scott/tiger

SQL プロンプトが表示されます。

2. SQL プロンプトで、この事例用の SQL スクリプトを次のように実行します。

SQL> @ulcase11

事例用の emp表が準備されると、システム・プロンプトに戻ります。

3. システム・プロンプトで、次のように入力し、SQL*Loader を起動して事例を実行しま
す。

sqlldr USERID=scott/tiger CONTROL=ulcase11.ctl LOG=ulcase11.log

SQL*Loader によって emp表にデータがロードされ、ログ・ファイルが作成されると、
システム・プロンプトに戻ります。事例の実行結果を確認するには、ログ・ファイルを
調べます。

事例事例事例事例 11 のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル
次に、ログ・ファイルの一部を示します。

Control File:   ulcase11.ctl
Character Set utf16 specified for all input.
1) Using character length semantics.
2) Byteorder little endian specified.
Processing datafile as little endian.
3) SQL*Loader running on a big endian platform. Swapping bytes where needed.

Data File:      ulcase11.dat
  Bad File:     ulcase11.bad
  Discard File:  none specified
 
 (Allow all discards)

Number to load: ALL
Number to skip: 0
Errors allowed: 50
Bind array:     64 rows, maximum of 256000 bytes
Continuation:    none specified
Path used:      Conventional
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Table EMP, loaded from every logical record.
Insert option in effect for this table: REPLACE

   Column Name                  Position   Len  Term Encl Datatype
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- ---------------------
4) EMPNO                             FIRST   10   ,  O(") CHARACTER            
ENAME                                NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
JOB                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
MGR                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
4) HIREDATE                          NEXT    40   ,  O(") DATE DD-Month-YYYY   
SAL                                  NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
COMM                                 NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
DEPTNO                               NEXT    10   :  O(") CHARACTER            
4) PROJNO                            NEXT     *   ,  O(") CHARACTER            
LOADSEQ                                                   SEQUENCE (MAX, 1)

Table EMP:
  7 Rows successfully loaded.
  0 Rows not loaded due to data errors.
  0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed.
  0 Rows not loaded because all fields were null.

Space allocated for bind array:                 104768 bytes(64 rows)
Read   buffer bytes: 1048576

Total logical records skipped:          0
Total logical records read:             7
Total logical records rejected:         0
Total logical records discarded:        0

Run began on Wed Feb 27 16:33:47 2002
Run ended on Wed Feb 27 16:33:49 2002

Elapsed time was:     00:00:01.74
CPU time was:         00:00:00.20    
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注意：注意：注意：注意：

1. SQL*Loader では、このロードに文字長セマンティクスを使用します。キャラクタ・
セットが UTF16 の場合は、デフォルトです。 大サイズの長さの確認は、文字単位で
行われることを意味しています（4 の説明を参照）。

2. BYTEORDER LITTLEは、制御ファイルで指定されます。これによって、データ・ファ
イルの UTF16 文字データのバイト順序がリトル・エンディアンであることが
SQL*Loader に指定されます。

3. このメッセージは、SQL*Loader がデータ・ファイルのバイト順序とは逆のバイト順序
（この場合、ビック・エンディアン）のシステムで実行されている場合のみに表示され
ます。このメッセージは、SQL*Loader を実行しているシステムのバイト順序とデー
タ・ファイルのバイト順序が逆であることが、SQL*Loader で検出されたことを示して
います。そのため、SQL*Loader で、バイト順序に依存しているデータ（この場合、す
べての UTF16 文字データ）のバイト・スワップを行う必要があります。

4. lenの下にある 大長は、文字長セマンティクスが使用されていてもバイト単位です。
ただし、 大長は UTF16 文字の 大サイズに基づいてバイト単位で調整されます。す
べての UTF16 文字は、2 バイトです。したがって、empnoおよび projno (5) に指定さ
れたサイズを 2 倍して、 大サイズは 10 バイトになります。

同様に、hiredateの 大サイズ (20) を 2 倍して、 大サイズは 40 バイトになります。

事例事例事例事例 11 のロードされた表のロードされた表のロードされた表のロードされた表
SQL*Loader のこの実行結果を参照するには、SQL プロンプトで次の問合せを実行します。

SQL> SELECT * FROM emp;

問合せの結果は、次のように表示されます（表示形式は、ディスプレイによって多少異なる
場合があります）。

 EMPNO ENAME  JOB         MGR HIREDATE       SAL  COMM  DEPTNO PROJNO  LOADSEQ
------ ------ --------- ----- --------- -------- ----- ------- ------ --------
  7782 Clark  Manager    7839 09-JUN-81  2572.50            10    101        1

  7839 King   President       17-NOV-81  5500.00            10    102        2

  7934 Miller Clerk      7782 23-JAN-82   920.00            10    102        3

  7566 Jones  Manager    7839 02-APR-81  3123.75            20    101        4

 EMPNO ENAME  JOB         MGR HIREDATE       SAL  COMM  DEPTNO PROJNO  LOADSEQ
------ ------ --------- ----- --------- -------- ----- ------- ------ --------
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  7499 Allen  Salesman   7698 20-FEB-81  1600.00   300      30    103        5

  7654 Martin Salesman   7698 28-SEP-81  1312.50  1400      30    103        6

  7658 Chan   Analyst    7566 03-MAY-82  3450.00            20    101        7

7 rows selected.

表の出力は、キャラクタ・セット US7ASCII で表示されます。これは、通常、NLS_LANGパ
ラメータが指定されていない場合のデフォルトのキャラクタ・セットです。SQL*Loader で、
データベース・キャラクタ・セット（通常は、デフォルトの WE8DEC）の出力を、
NLS_LANGパラメータによってセッションに指定されたキャラクタ・セットに変換します。
SQL*Loader の事例 10-53



事例 11: Unicode キャラクタ・セットのデータのロード
10-54 Oracle9i データベース・ユーティリティ



第第第第III部部部部

 外部表外部表外部表外部表

第 III 部では、外部表の使用方法について説明します。この部に含まれる章は、次のとおり
です。

第 11 章「外部表の概要」

この章では、外部表の基本概念について説明します。

第 12 章「外部表アクセス・パラメータ」

この章では、外部表 API でのインタフェースに使用する接続パラメータについて説明しま
す。
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 外部表の概要外部表の概要外部表の概要外部表の概要

Oracle9i の外部表機能は、既存の SQL*Loader 機能を補足する機能です。この機能を使用し
て、外部ソースにデータがある場合でも、そのデータがデータベースの表にあるかのように
アクセスできます。

外部表は読込み専用です。外部表に対しては、データ操作言語（DML）操作も索引作成もで
きません。したがって、データ・ロード時にステージング表の追加の索引付けが必要な場
合、SQL*Loader を使用する方が有効です。SQL*Loader と外部表との処理内容の違いにつ
いては、11-7 ページの「SQL*Loader と外部表との処理内容の違い」を参照してください。

外部表機能を使用するには、ご使用のプラットフォーム上のデータ・ファイルのファイル形
式およびレコード形式の知識が必要です。また、外部表を作成し、その外部表に問合せを実
行するための SQL の知識も必要です。

この章の内容は、次のとおりです。

� アクセス・ドライバ

� 外部表の制限事項

� データ・ファイルおよび出力ファイルの位置

� 外部表を使用したデータのロード

� 外部表へのパラレル・アクセス

� 外部表使用時のパフォーマンスのヒント

� SQL*Loader と外部表との処理内容の違い
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アクセス・ドライバ
アクセス・ドライバアクセス・ドライバアクセス・ドライバアクセス・ドライバ
外部表には、外部表レイヤーからサーバーへのデータの提供方法が記述されています。アク
セス・ドライバおよび外部表レイヤーを使用して、データ・ファイルのデータを変換して外
部表の定義と一致させます。

特定の型の外部表を作成する場合は、外部データ・ソースを記述するアクセス・パラメータ
を指定します。外部表に型を指定しない場合は、デフォルトとして ORACLE_LOADER型が使
用されます。ORACLE_LOADER型のアクセス・パラメータの詳細は、第 12 章を参照してく
ださい。

データ・ソースのデータの記述は外部表の定義とは別です。これは、次のことを意味しま
す。

� ソース・ファイルに含まれるフィールドの数は、外部表の列数と異なる場合がありま
す。

� データ・ソースのフィールドのデータ型は、外部表の列のデータ型と異なる場合があり
ます。

アクセス・ドライバによって、データ・ソースのデータが、外部表の定義と一致するように
処理されます。

次の例では、empという従来の表と emp_loadという外部表が定義されます。

CREATE TABLE emp (emp_no CHAR(6), last_name CHAR(25), first_name CHAR(20), 
                  middle_initial CHAR(1));

CREATE TABLE emp_load (employee_number CHAR(5), employee_last_name CHAR(20),
             employee_first_name CHAR(15), employee_middle_name CHAR(15))
ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
             ACCESS PARAMETERS (RECORDS FIXED 62 FIELDS (employee_number INTEGER(2),
                                                     employee_dob CHAR(20),
                                                     employee_last_name CHAR(18),
                                                     employee_first_name CHAR(11),
                                                     employee_middle_name CHAR(11)))
                                LOCATION ('foo.dat'));

INSERT INTO emp (emp_no, first_name, middle_initial, last_name)
(SELECT employee_number, employee_first_name, 
        substr(employee_middle_name, 1, 1),
        employee_last_name
FROM emp_load);

この例では、次のことに注意してください。

� データ・ファイルの employee_numberフィールドは、外部表の employee_number
フィールドの文字列に変換されます。
11-2 Oracle9i データベース・ユーティリティ



データ・ファイルおよび出力ファイルの位置
� データ・ファイルには、表のいずれのフィールドにもロードされない employee_dob
フィールドが含まれています。

� 外部表の employee_middle_name列で使用されている substr関数によって、emp表
の
middle_initialの値が生成されます。

外部表の制限事項外部表の制限事項外部表の制限事項外部表の制限事項
この項では、外部表で行われない処理および外部表処理上の制限事項について説明します。

� 外部表には、データベースに格納されているデータは記述されません。

� 外部表には、外部ソースでのデータの格納方法は記述されません。これは、アクセス・
パラメータの機能です。

� 外部表は読込み専用ソースです。外部表に対して、挿入操作もレコードの更新もできま
せん。

� 列の処理。外部表では、問合せが実行される列に応じて、返される行数が異なります。
問合せの実行に必要なデータ変換およびデータ処理の数を 小限するには、外部表のア
クセス・ドライバを使用して、問合せで参照される列のみを処理します。これによって
データ型変換エラーが発生した列を含んでいたために拒否された行も、その列が参照さ
れないかぎり、別の問合せでは拒否されません。

� ロード時におけるバイト順序マークの処理。データ・ファイル・キャラクタ・セットが
UTF8 または UTF16 の外部表ロードでは、バイト順序マークの確認は抑止できません。
バイト順序マークの確認は、データ・ファイルの先頭にバイト順序マークのエンコー
ディングと一致するバイナリ・データが含まれている場合にのみ抑止する必要がありま
す（SQL*Loader を使用したロードでは、バイト順序マークの確認を抑止できます）。バ
イト順序マークを確認するということが、必ずしもバイト順序マークがデータ・ファイ
ル内に存在するということではないことに注意してください。バイト順序マークがない
場合は、サーバー・プラットフォームのバイト順序が使用されます。

データ・ファイルおよび出力ファイルの位置データ・ファイルおよび出力ファイルの位置データ・ファイルおよび出力ファイルの位置データ・ファイルおよび出力ファイルの位置
アクセス・ドライバは、データベース・サーバー内で実行されます。これは、SQL*Loader
が、ロードするデータをサーバーに送信するクライアント・プログラムであるという点で、
SQL*Loader とは異なります。この違いは、次のことを意味しています。

� サーバーでは、アクセス・ドライバによってロードされるファイルにアクセスする必要
があります。

� サーバーでは、アクセス・ドライバによって作成されたファイル（ログ・ファイル、不
良ファイルおよび廃棄ファイル）の作成および書込みを行う必要があります。

アクセス・ドライバでは、ファイルにランダムな名前を指定できません。これは、ユーザー
がアクセスできないファイルに、サーバーがアクセスする場合があり、ユーザーがデータを
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データ・ファイルおよび出力ファイルの位置
読み込むことができると、セキュリティに影響するためです。同様に、通常、ユーザーが削
除権限を持たないファイルがサーバーによって上書きされる場合があるため、ユーザーは出
力ファイルの位置を指定することもできません。

かわりに、ファイルの読込み元および書込み元の位置としてディレクトリ・オブジェクトを
指定する必要があります。ディレクトリ・オブジェクトは、ファイル・システムのディレク
トリ名に名前をマップします。たとえば、次の文で load_srcという名前のディレクトリ・
オブジェクトを作成します。

create directory load_src as '/usr/apps/datafiles';

ディレクトリ・オブジェクトは、DBA または CREATE ANY DIRECTORY権限を持つすべての
ユーザーが作成できます。ディレクトリの作成後、ディレクトリ・オブジェクトを作成する
ユーザーは、そのディレクトリの読込み権限または書込み権限を他のユーザーに付与する必
要があります。たとえば、load_srcで指定されたディレクトリのユーザー scottのかわ
りに、サーバーがファイルを読み込むことができるようにするには、ディレクトリ・オブ
ジェクトを作成したユーザーが、次のコマンドを実行する必要があります。

GRANT READ ON DIRECTORY load_src TO scott;

ディレクトリ・オブジェクトの名前は、CREATE TABLE...ORGANIZATION EXTERNAL文
の次の位置に示すことができます。

� デフォルトのディレクトリ句。この句には、明示的にディレクトリ・オブジェクトに名
前を付けないすべての入出力ファイルに対して使用するデフォルトのディレクトリを指
定します。

� 外部表のすべてのデータ・ファイルをリストする LOCATION句。ファイル名は、
directory:fileという書式です。directoryの部分はオプションです。この部分を
指定しないと、デフォルトのディレクトリがファイルのディレクトリとして使用されま
す。

� 出力ファイルに名前を付けるアクセス・パラメータ。ファイル名は、
directory:fileという書式です。directoryの部分はオプションです。この部分を
指定しないと、デフォルトのディレクトリがファイルのディレクトリとして使用されま
す。アクセス・パラメータの構文で、特定の出力ファイルを作成しないように指定でき
ます。この構文が有効なのは、出力ファイルを必要としない場合、またはいずれのディ
レクトリ・オブジェクトにも書込みアクセスをしない場合です。

SYSユーザーのみがディレクトリ・オブジェクトを所有できます。ただし、SYSユーザー
は、ディレクトリ・オブジェクトを作成する権限を他のユーザーに付与できます。ディレク
トリ・オブジェクトへの読込み権限または書込み権限は、Oracle データベース・サーバーに
よるファイルの読込みまたは書込みのみを意味します。適切なオペレーティング・システム
権限がないかぎり、Oracle データベース・サーバーの外部にあるファイルには直接アクセス
できません。同様に、Oracle データベース・サーバーには、ディレクトリのファイルに対し
て読込みおよび書込みを行うオペレーティング・システム権限が必要です。
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外部表を使用したデータのロード
外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード
外部表は、主に、データベースの実際の表にデータをロードするための行ソースとして使用
されます。外部表を作成した後、その外部表を SELECT句のソースとして使用して、
CREATE TABLE AS SELECT文または INSERT INTO... AS SELECT文を発行できます。
外部表は読込み専用であるため、外部表へのデータの挿入、および外部表のレコードの更新
はできません。

SQL 文を介して外部表にアクセスすると、外部表のフィールドは、通常の表の他のフィール
ドと同様に使用できます。特に、SQL の組込み関数、PL/SQL ファンクションまたは Java
ファンクションの引数として使用できます。これによって、外部ソースのデータを操作でき
ます。

外部表に列オブジェクトは含まれませんが、コンストラクタ・ファンクションを使用して外
部表の属性から列オブジェクトを作成できます。たとえば、データベースの表が次のように
定義されているとします。

CREATE TYPE student_type AS object (
student_no CHAR(5),
name CHAR(20))
/

CREATE TABLE roster (
  student student_type,
  grade CHAR(2));

また、次のように定義された外部表があるとします。

CREATE TABLE roster_data (
  student_no CHAR(5),
  name CHAR(20),
  grade CHAR(2))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY ',')
                         LOCATION ('foo.dat'));

表 rosterを roster_dataからロードするには、次のとおり指定します。

INSERT INTO roster (student, grade)
  (SELECT student_type(student_no, name), grade FROM roster_data);
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外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス
データ・ファイルでのパラレル処理を外部表でサポートするには、外部表の作成時に
PARALLEL句を使用します。アクセス・ドライバで、大きいデータ・ファイルを個別に処理
できるチャンクに分割します。

次のファイル、レコードおよびデータ特性によって、ファイルのパラレル処理が禁止されま
す。

� 順次データ・ソース（テープ・ドライブ、パイプなど）

� 文字の境界が文字列中の任意のバイトで始まり、境界を判断できないマルチバイト・
キャラクタ・セットのデータ

この制限事項は、1 レコード当たりのバイト数が固定のデータ・ファイルには適用され
ません。

� VAR形式のレコード

外部表使用時のパフォーマンスのヒント外部表使用時のパフォーマンスのヒント外部表使用時のパフォーマンスのヒント外部表使用時のパフォーマンスのヒント
パフォーマンスを監視する場合、 も重要なことは、ロードの経過時間の測定です。また、
CPU 使用量、メモリー使用量および I/O 率の測定も重要です。

並列度を増減することによって、パフォーマンスを変更できます。並列度は、データ・ファ
イルの処理に起動できるアクセス・ドライバの数を示します。並列度によって、リソース使
用率を低くした遅いロードと、すべてのリソースを使用した速いロードを選択できます。ア
クセス・ドライバは、アクセス・ドライバ専用に使用するリソース量を判断できないため、
自動的にはチューニングされません。

パフォーマンスは、日付キャッシュ機能を使用して向上させることができる場合もありま
す。日付キャッシュを使用して、ロード中に予測される一意の日付の数を指定する、入力
データ内に多数の重複する日付またはタイムスタンプ値が存在する場合と、日付変換が実行
される回数を減らすことができます。外部表で提供される日付キャッシュ機能は、
SQL*Loader で提供されるものと同じです。詳細は、9-21 ページの「日付キャッシュの値の
指定」を参照してください。

パフォーマンスを向上させるには、並列度の変更および日付キャッシュの使用に加えて、次
のことを考慮してください。

� 固定長レコードは、文字列で終了しているレコードより速く処理される。

� 固定長フィールドは、デリミタ付きフィールドより速く処理される。

� シングルバイト・キャラクタ・セットは、 も速く処理される。

� 固定幅キャラクタ・セットは、可変幅キャラクタ・セットより速く処理される。

� 可変幅キャラクタ・セットのバイト長セマンティクスは、文字長セマンティクスより早
く処理される。
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� 1 文字のレコード終了デリミタおよびフィールド・デリミタは、複数文字のデリミタよ
り速く処理される。

� キャラクタ・セットを変換するより、データ・ファイルのキャラクタ・セットをデータ
ベースのキャラクタ・セットに一致させる方が速く処理される。

� データ型を変換するより、データ・ファイルのデータ型をデータベースのデータ型に一
致させる方が速く処理できる。

� 拒否された行を拒否ファイルに書き込まない場合は、行の書込みオーバーヘッドが削減
されるため、処理速度が速くなる。

� 条件句（WHEN、NULLIFおよび DEFAULTIFを含む）を使用すると、処理速度が遅くな
る。

アクセス・ドライバは、マルチスレッドを使用して作業をできるだけ簡素化します。

SQL*Loader と外部表との処理内容の違いと外部表との処理内容の違いと外部表との処理内容の違いと外部表との処理内容の違い
この項では、外部表を使用したデータのロード方法と、SQL*Loader の従来型パス・ロード
およびダイレクト・パス・ロードを使用したデータのロード方法の重要な違いについて説明
します。

複数のプライマリ入力データ・ファイル複数のプライマリ入力データ・ファイル複数のプライマリ入力データ・ファイル複数のプライマリ入力データ・ファイル
SQL*Loader のロードを使用したプライマリ入力データ・ファイルが複数存在する場合は、
入力データ・ファイルごとに不良ファイルおよび廃棄ファイルが作成されます。外部表ロー
ドでは、すべての入力データ・ファイルに対する不良ファイルおよび廃棄ファイルは、1 つ
ずつのみです。外部表ロードでパラレル・アクセス・ドライバが使用される場合は、各アク
セス・ドライバに不良ファイルおよび廃棄ファイルが含まれます。

構文およびデータ型構文およびデータ型構文およびデータ型構文およびデータ型
次の操作は、外部表ロードではサポートされていません。

� CONTINUEIFまたは CONCATENATEを使用した、1 つの論理レコードへの複数の物理レ
コードの結合

� SQL*Loader データ型（GRAPHIC、GRAPHIC EXTERNALおよび VARGRAPHIC）のロー
ド

� データベースの列型（CLOB、NCLOB、BLOB、LONG、ネストした表、VARRAY、REF、
主キー、REFおよび SID）の使用
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拒否された行拒否された行拒否された行拒否された行
SQL*Loader では、SEQUENCEパラメータが使用された場合に拒否された行があっても、こ
の行の順序番号値は更新されます。外部表では、SEQUENCEパラメータが使用されると、拒
否された行の順序番号値は更新されません。たとえば、順序番号が 1 から始まり、1 ずつ増
える 5 つの行をロードするとします。SQL*Loader では、行 2 および 4 が拒否された場合、
正常にロードされた行に順序番号 1、3 および 5 が割り当てられます。外部表ロードでは、
正常にロードされた行に順序番号 1、2 および 3 が割り当てられます。

BOM
SQL*Loader では、プライマリ・データ・ファイルに Unicode キャラクタ・セット（UTF8
または UTF16）が使用され、バイト順序マーク（BOM）が含まれている場合、バイト順序
マークは対応する不良ファイルおよび廃棄ファイルの先頭に書き込まれます。外部表ロード
では、バイト順序マークは不良ファイルおよび廃棄ファイルの先頭に書き込まれません。

デフォルトのキャラクタ・セットおよび日付マスクデフォルトのキャラクタ・セットおよび日付マスクデフォルトのキャラクタ・セットおよび日付マスクデフォルトのキャラクタ・セットおよび日付マスク
データ・ファイルのフィールドでは、クライアントの NLS 環境によってデフォルトのキャ
ラクタ・セットおよび日付マスクが決定されます。外部表のフィールドでは、サーバーの
NLS 環境によってデフォルトのキャラクタ・セットおよび日付マスクが決定されます。
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外部表アクセス・パラメータ外部表アクセス・パラメータ外部表アクセス・パラメータ外部表アクセス・パラメータ

この章で説明するアクセス・パラメータによって、外部表アクセス・ドライバへのインタ
フェースが提供されます。アクセス・パラメータは、外部表の作成時に指定します。この章
では、デフォルトのアクセス・ドライバに対するアクセス・パラメータの構文について説明
します。

この章で説明する情報を使用するには、ご使用のプラットフォームのデータ・ファイルの
ファイル形式およびレコード形式（キャラクタ・セット、フィールドのデータ型など）につ
いての知識が必要です。また、外部表を作成し、その外部表に問合せを実行するための SQL
の知識も必要です。

SQL*Loader で EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLYパラメータを使用すると、任意の
SQL*Loader 制御ファイルに適正なアクセス・パラメータを取得できます。GENERATE_
ONLYを指定すると、制御ファイルに記述されているとおり、SQL*Loader ログ・ファイル
内の外部表を使用してロードを行うために必要なすべての SQL 文が書き込まれます。これ
らの SQL 文は、編集およびカスタマイズできます。実際のロードは、SQL*Loader を使用せ
ずに、SQL*Plus でこれらの文を実行して、後で行うことができます。

参照参照参照参照 : 次の項を参照してください。

� 4-7 ページの「EXTERNAL_TABLE」

� 8-8 ページの「EXTERNAL_TABLE=GENERATE_ONLY の使用時に作
成されるログ・ファイル」
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access_parameters 句
access_parameters 句句句句
access_parameters句には、コメント、レコード形式およびフィールド形式の情報が含
まれています。access_parameters句の構文は次のとおりです。

コメントコメントコメントコメント

コメントは、2 つのハイフンで始まり、その後にテキストが続く行です。コメントは、次の
例のように、アクセス・パラメータより前に位置する必要があります。

--This is a comment
--This is another comment
RECORDS DELIMITED BY NEWLINE

二重ハイフンの右側のすべてのテキストは行末まで無視されます。

record_format_info
record_format_info句には、レコード（形式など）、データのキャラクタ・セットおよ
びレコードをロード対象とする規則についての情報が含まれます。record_format_info
句はオプションです。構文の詳細は、12-3 ページの「record_format_info 句」を参照してく
ださい。

field_definitions
field_definitions句を使用して、データ・ファイルのフィールドを指定します。デー
タ・ファイルのフィールドが外部表の列と同じ名前の場合、フィールドのデータはその列に
使用されます。構文の詳細は、12-14 ページの「field_definitions 句」を参照してください。

注意注意注意注意 :

� 章の後半に記載されている他の構文が使用されているため、構文の説
明がわかりにくい場合があります。構文によって行われる処理が明確
でない場合は、先に進み、その説明を参照してください。

� この章では、外部表の場合の CREATE TABLE...ORGANIZATION 
EXTERNAL文の例をデータ・ファイルの内容のサンプルとともに示し
ます。これらの内容は、CREATE TABLE文の一部ではなく、完全な
例を示します。

comments record_format_info field_definitions
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record_format_info 句句句句
record_format_info句には、レコード（形式など）、データのキャラクタ・セットおよ
びレコードをロード対象とする規則についての情報が含まれます。record_format_info
句はオプションです。句を指定しない場合、デフォルトの値は RECORDS DELIMITED BY 
NEWLINEです。record_format_info句の構文は次のとおりです。

RECORDS

FIXED

VARIABLE
integer

DELIMITED BY
NEWLINE

string

CHARACTERSET string

DATA IS
LITTLE

BIG
ENDIAN

BYTE ORDER MARK
CHECK

NOCHECK

STRING SIZES ARE IN
BYTES

CHARACTERS

LOAD WHEN condition_spec

NOBADFILE

BADFILE
directory object name :

filename

NODISCARDFILE

DISCARDFILE
directory object name :

filename

NOLOGFILE

LOGFILE
directory object name :

filename

READSIZE

DATE_CACHE

SKIP

integer
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FIXED
FIXED句を使用して、すべてのレコードをバイト単位の固定長として識別します。FIXED
レコードに対して指定したサイズには、改行などのレコード終了文字を含める必要がありま
す。他のレコード型と比較して、固定長レコードの固定長フィールドは、アクセス・ドライ
バを も簡単に処理できるフィールドおよびレコード形式です。

次に、FIXEDレコードの使用例を示します。データ・ファイルの各レコードの終わりに 1 バ
イトの改行文字があるとします。その後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプルを
示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                     ACCESS PARAMETERS (RECORDS FIXED 20 FIELDS (first_name CHAR(7),
                                                             last_name CHAR(8),
                                                             year_of_birth CHAR(4)))
                     LOCATION ('foo.dat'));

Alvin  Tolliver1976
KennethBaer    1963
Mary   Dube    1973

VARIABLE
VARIABLE句を使用して、レコードを可変長として識別します。各レコードの先頭に、レ
コードのバイト数を示す文字列が付きます。カウント・フィールドを含む文字列の長さは、
VARIABLEパラメータの後に続くサイズ引数となります。サイズは、文字数ではなく、バイ
ト数で表されることに注意してください。レコードの先頭の数値にレコード終了文字の分が
含まれる必要があります。ただし、カウント・フィールド自身のサイズは含まれません。レ
コード終了文字のバイト数は、ファイルの作成方法および作成時のプラットフォームによっ
て異なります。

次に、VARIABLEレコードの使用例を示します。データ・ファイルの各レコードの終わりに
1 バイトの改行文字があるとします。その後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプ
ルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                      ACCESS PARAMETERS (RECORDS VARIABLE 2 FIELDS TERMINATED BY ','
                                             (first_name CHAR(7),
                                              last_name CHAR(8),
                                              year_of_birth CHAR(4)))
                      LOCATION ('foo.dat'));

21Alvin,Tolliver,1976,
19Kenneth,Baer,1963,
16Mary,Dube,1973,
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DELIMITED BY
DELIMITED BY句を使用して、レコードの終わりを識別する文字を指定します。

DELIMITED BY NEWLINEを指定する場合、実際に使用される値はプラットフォームに依存
します。UNIX プラットフォームでは、終了文字は「\n」です。Windows NT では、終了文
字は「\r\n」です。

DELIMITED BY stringを指定する場合、stringは、テキストまたは一連の 16 進数字のい
ずれかになります。テキストの場合は、データ・ファイルのキャラクタ・セットに変換さ
れ、その結果がレコードの境界の識別に使用されます。詳細は、12-10 ページの「string」を
参照してください。

次の条件を満たす場合は、デリミタの識別には 16 進数字を使用する必要があります。

� アクセス・パラメータのキャラクタ・セットがデータ・ファイルのキャラクタ・セット
とは異なる場合

� デリミタ文字列中にデータ・ファイルのキャラクタ・セットに変換できない文字がある
場合

16 進数字はバイトに変換されます。16 進文字列ではキャラクタ・セットの変換は実行され
ません。

ファイルの終わりがレコード終了記号の前で検出された場合、アクセス・ドライバは、終了
記号が検出された場合と同様に、ファイルの終わりまでの処理されていないすべてのデータ
をレコードの部分とみなします。

次に、DELIMITED BYレコードの使用例を示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                ACCESS PARAMETERS (RECORDS DELIMITED BY '|' FIELDS TERMINATED BY ','
                                     (first_name CHAR(7),
                                      last_name CHAR(8),
                                      year_of_birth CHAR(4)))
                LOCATION ('foo.dat'));

Alvin,Tolliver,1976|Kenneth,Baer,1963|Mary,Dube,1973

注意注意注意注意 : デリミタ付きのレコードには、VARCHARおよび VARRAWのバイナ
リ数値を含むバイナリ・データを含めないでください。バイナリ・データ
を含めると、そのバイナリ・データがデリミタの検索中に文字として解釈
されるため、エラーまたは破損が発生します。
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CHARACTERSET
CHARACTERSET string句を使用して、データ・ファイルのキャラクタ・セットを識別しま
す。キャラクタ・セットを指定しない場合、データベースのデフォルトのキャラクタ・セッ
トが使用されます。詳細は、12-10 ページの「string」を参照してください。

DATA IS...ENDIAN
DATA IS...ENDIAN句を使用して、バイト順序がデータ・ファイルを生成したプラット
フォームによって異なるデータのエンディアンを指定します。次の型のフィールドは、この
句の影響を受けます。

� INTEGER

� UNSIGNED INTEGER

� FLOAT

� DOUBLE

� VARCHAR（数値のみ）

� VARRAW（数値のみ）

� UTF16 キャラクタ・セットの文字データ型

� RECORDS DELIMITED BY stringによって指定する UTF16 キャラクタ・セット文字列

リトル・エンディアン・データを生成する一般的なプラットフォームには、Windows98 お
よび Windows NT があります。ビッグ・エンディアン・プラットフォームには、Sun 
Solaris および IBM MVS があります。DATA IS...ENDIAN句を指定しない場合、データ
は、アクセス・ドライバが実行されているプラットフォームと同じエンディアンになりま
す。UTF16 データ・ファイルには、ファイルの先頭にデータのエンディアンを示すマークが
あります。このマークは、DATA IS...ENDIAN句に優先します。

注意注意注意注意 : クライアント側の NLS 設定は、データベースに使用されるキャラ
クタ・セットには影響しません。

参照参照参照参照 : Oracle でサポートされるキャラクタ・セットのリストは、
『Oracle9i Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照し
てください。
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BYTE ORDER MARK（（（（CHECK | NOCHECK））））
BYTE ORDER MARK句を使用して、データ・ファイルにバイト順序マーク（BOM）があるか
を確認するかどうかを指定します

BYTE ORDER MARK NOCHECKを指定すると、データ・ファイルに BOM が存在するかどうか
が確認されず、データ・ファイルのすべてのデータがデータとして読み込まれます。

BYTE ORDER MARK CHECKを指定すると、データ・ファイルに BOM が存在するかどうかが
確認されます。これは、Unicode キャラクタ・セットのデータ・ファイルのデフォルトの動
作です。

次に、使用例をいくつか示します。

� データをリトル・エンディアンまたはビッグ・エンディアンとして指定し、CHECKを指
定したときにそのエンディアンがデータ・ファイルと一致していないと判断された場合
は、エラーが返されます。たとえば、次のパラメータを指定したとします。

DATA IS LITTLE ENDIAN 
BYTE ORDER MARK CHECK 

Unicode データ・ファイル内に BOM が存在するかどうかが確認され、そのデータが実
際にはビッグ・エンディアンであった場合は、リトル・エンディアンを指定していたた
め、エラーが返されます。

� BOM が存在せず、DATA IS...ENDIANパラメータを使用してエンディアンを指定しな
い場合は、プラットフォームのエンディアンが使用されます。

� BYTE ORDER MARK NOCHECKを指定し、DATA IS...ENDIANパラメータを使用してエン
ディアンを指定した場合は、その値が使用されます。それ以外の場合は、プラット
フォームのエンディアンが使用されます。

STRING SIZES ARE IN
STRING SIZES ARE IN句を使用して、文字列の長さがバイト単位であるか、または文字単
位であるかを指定します。この句を指定しない場合、アクセス・ドライバは、データベース
が使用するモードを使用します。長さが埋め込まれた文字型（VARCHARなど）も、この句
の影響を受けます。この句を指定すると、埋め込まれた長さは、バイト数ではなく、文字数
となります。UTF16 などのマルチバイト・キャラクタ・セットのロード時には、STRING 
SIZES ARE IN CHARACTERSを指定する必要があります。

参照参照参照参照 : 6-36 ページの「バイト順序」を参照してください。
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LOAD WHEN
LOAD WHEN condition_spec句を使用して、データベースに渡すレコードを識別します。
評価の方法は様々です。

� condition_spec句がレコードのフィールドを参照する場合、この句は、すべての
フィールドがレコードから解析された後で、NULLIF句または DEFAULTIF句の評価が
行われる前にのみ評価されます。

� 条件指定が範囲のみを参照する（フィールド名は参照しない）場合、フィールドが解析
される前に句が評価されます。これは、ファイル中のロードできないレコードを、エ
ラーなしで現行のレコード定義に解析できない場合に有効です。

詳細は、12-11 ページの「condition_spec」を参照してください。

次に、LOAD WHENの使用例を示します。

LOAD WHEN (empid != BLANKS)
LOAD WHEN ((dept_id = "SPORTING GOODS" OR dept_id = "SHOES") AND total_sales != 0)

BADFILE | NOBADFILE
BADFILE句を使用して、エラーのためにロードできない場合にレコードが書き込まれる
ファイルを指定します。たとえば、データ・ファイルのフィールドは外部表の列のデータ型
に変換できないため、不良ファイルにレコードが書き込まれます。LOAD WHEN句が正常に実
行されない場合、レコードは不良ファイルには書き込まれず、かわりに、廃棄ファイルに書
き込まれます。また、外部表のレコードを使用中にエラーが発生する場合は（外部表に対し
て INSERT INTO...AS SELECT...を使用した場合の制約違反など）、レコードは不良
ファイルに書き込まれません。

不良ファイルの目的は、すべての拒否されたデータを調査および修正して、ファイルをロー
ドできるようにすることです。不良レコードがあってもデータを修正しない場合は、
NOBADFILEオプションを使用して不良ファイルの作成を回避できます。

BADFILEを指定する場合は、ファイル名を指定する必要があります。指定しない場合は、
エラーが返されます。

BADFILEまたは NOBADFILEのいずれも指定しない場合、デフォルトでは 1 つ以上のレ
コードが拒否されると、不良ファイルが作成されます。このファイルの名前は、表名の後に
_%p が付いたものになります。

詳細は、12-12 ページの「[directory object name:] filename」を参照してください。
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DISCARDFILE | NODISCARDFILE
DISCARDFILE句を使用して、レコードが LOAD WHEN句の条件を満たすことができないこ
とが書き込まれるファイルを指定します。この廃棄ファイルは、廃棄される 初のレコード
が検出されると作成されます。同じ外部表が複数回アクセスされる場合、廃棄ファイルはそ
のたびに再度書き込まれます。廃棄レコードを個別のファイルに保存する必要がない場合、
NODISCARDFILEを使用します。

DISCARDFILEを指定する場合は、ファイル名を指定する必要があります。指定しない場合
は、エラーが返されます。

DISCARDFILEまたは NODISCARDFILEのいずれも指定しない場合、デフォルトでは 1 つ以
上のレコードで LOAD WHEN句が失敗すると、廃棄ファイルが作成されます。このファイル
の名前は、表名の後に _%p が付いたものになります。

詳細は、12-12 ページの「[directory object name:] filename」を参照してください。

LOG FILE | NOLOGFILE
LOGFILE句を使用して、データ・ファイルのデータへのアクセス中に外部表のユーティリ
ティによって生成されたメッセージを含むファイルを指定します。ログ・ファイルがすでに
同じ名前で存在する場合は、アクセス・ドライバによってそのログ・ファイルが再びオープ
ンされ、新しいログ情報がファイルの終わりに追加されます。この点では、既存のファイル
を上書きする不良ファイルおよび廃棄ファイルとは異なります。NOLOGFILEを使用してロ
グ・ファイルの作成を回避できます。

LOGFILEを指定する場合は、ファイル名を指定する必要があります。指定しない場合は、
エラーが返されます。

LOGFILEまたは NOLOGFILEのいずれも指定しない場合、デフォルトではログ・ファイル
が作成されます。このファイルの名前は、表名の後に _%p が付いたものになります。

詳細は、12-12 ページの「[directory object name:] filename」を参照してください。

SKIP
ロードの前に、データ・ファイルに含まれる、指定した件数のレコードをスキップします。
SKIPは、データにパラレルにアクセスしない場合にのみ指定できます。
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READSIZE
READSIZEパラメータを使用して、読込みバッファのサイズを指定します。読込みバッファ
のサイズによって、アクセス・ドライバで処理可能な 大レコード・サイズが制限されま
す。サイズは、整数のバイト数で指定します。デフォルト値は 512KB（524288 バイト）で
す。データ・ファイル内に 512KB より大きいレコードがある場合は、デフォルト値より大き
い値を指定する必要があります。READSIZEのサイズに上限はありませんが、アクセス・ド
ライバで割当て可能なメモリーの 大量が事実上の上限となります。また、複数のバッファ
が割り当てられているため、割当てに使用可能なメモリーの量によっても制限されます。

DATE_CACHE
デフォルトでは、（1000 要素に対して）日付キャッシュ機能が使用できます。日付キャッ
シュ機能を完全に使用禁止にするには、値を 0 に設定します。

DATE_CACHEを使用して、日付キャッシュ・サイズ（エントリ数）を指定します。たとえ
ば、DATE_CACHE=5000を指定すると、作成された日付キャッシュごとに 大 5000 の一意
の日付エントリが含まれます。必要に応じて、すべての表に固有の日付キャッシュが作成さ
れます。日付キャッシュは、表への格納のためにデータ型変換が必要な日付値またはタイム
スタンプ値が 1 つ以上ロードされた場合にのみ作成されます。

日付キャッシュ機能は、ダイレクト・パス・ロードでのみ使用できます。デフォルトでは、
この機能は使用可能です。デフォルトの日付キャッシュ・サイズは 1000 要素です。デフォ
ルトのサイズを使用し、1000 を超える一意の入力値をロードすると、日付キャッシュ機能
は、この表に対して自動的に使用禁止となります。ただし、デフォルトを変更して 0 以外の
日付キャッシュ・サイズを指定し、キャッシュ量がこのサイズを超えた場合、キャッシュは
使用禁止になりません。

ログ・ファイルに含まれている日付キャッシュ統計（エントリ数、ヒット数、ミス数）を使
用して、将来、同様のロードを行うときのためにキャッシュのサイズを調整できます。

string
stringは、引用符で囲まれた一連の文字または 16 進数字です。16 進数字は、偶数にする
必要があります。すべてのテキストが、データ・ファイルのキャラクタ・セットに変換され
ます。16 進数字は、バイナリに翻訳されたものに変換され、その翻訳結果は文字列として処
理されます。アクセス・ドライバでは、その文字列は翻訳されませんが、データ・ファイル
のキャラクタ・セットが使用されるとみなされます。stringの構文は次のとおりです。

参照参照参照参照 : 9-21 ページの「日付キャッシュの値の指定」を参照してください。
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condition_spec
condition_specは、真または偽のいずれかに評価される式です。ブール演算子によって
結合される 1 つ以上の条件を指定します。条件およびブール演算子は、左から右へと評価さ
れます（ブール演算子は、条件が評価された後に適用されます）。カッコを使用して、ブー
ル演算子を評価するデフォルトの順序を変更できます。condition_spec句の評価にはよ
り多くのレコード処理時間が必要であるため、多くの句を使用しないようにする必要があり
ます。condition_specの構文は次のとおりです。

条件指定にフィールド名を参照する条件が含まれている場合、条件指定は、すべてのフィー
ルドがレコードで検出され、空白の切捨てが行われた後のみに評価されます。空白がフィー
ルドから切り捨てられている場合、フィールドと BLANKSの比較は有効ではありません。

次に、condition_specの使用例を示します。

empid = BLANKS OR last_name = BLANKS
(dept_id = SPORTING GOODS OR dept_id = SHOES) AND total_sales != 0

参照参照参照参照 : 12-13 ページの「condition」を参照してください。

" text "

’ text ’

" hex digit hex digit "

’ hex digit hex digit ’

condition

condition_spec
AND

OR
condition_spec

(

condition

condition_spec
AND

OR
condition_spec

)
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[directory object name:] filename
この句を使用して、出力ファイル（BADFILE、DISCARDFILEまたは LOGFILE）の名前を
指定します。そのディレクトリ・オブジェクト名は、外部表にアクセスしているユーザーが
書込み権限を所有しているディレクトリ・オブジェクトの名前です。このディレクトリ・オ
ブジェクト名を指定しない場合、CREATE TABLE AS EXTERNAL文の DEFAULT DIRECTORY
句に対して指定した値が使用されます。

filenameパラメータは、ディレクトリ・オブジェクト内に作成するファイルの名前です。
パラレル・ロードでファイル名を一意にするには、アクセス・ドライバで記号置換を行いま
す。UNIX および Windows NT でサポートされる記号置換は、次のとおりです（その他のプ
ラットフォームでは、別の記号が使用される場合があります）。

� %pは、現行のプロセスのプロセス ID に置換されます。たとえば、アクセス・ドライバ
のプロセス ID が 12345の場合、exttab_%p.logは、exttab_12345.logとなりま
す。

� %aは、現行のプロセスのエージェント番号に置換されます。エージェント番号は、外
部表にアクセスしている各パラレル・プロセスに割り当てられた一意の番号です。この
番号には、3 文字になるように、左側に 0 が埋められます。たとえば、3 番目のパラレ
ル・エージェントがファイルを作成する場合、bad_data_%a.badをファイル名として
指定した場合、エージェントは bad_data_003.badというファイルを作成します。

� %%は、%に置換されます。ファイル名にパーセント符号が必要な場合、この記号置換が
使用されます。

%文字が検出され、前述の文字以外の文字がその後に続く場合、エラーが返されます。

%pまたは %aを使用しないで出力ファイルに対して一意のファイル名を作成し、外部表にパ
ラレルでアクセス中の場合、出力ファイルが破損するか、エージェントがファイルに書込み
をできないという問題が発生する場合があります。

BADFILE（または DISCARDFILEか LOGFILE）を指定する場合は、ファイル名を指定する
必要があります。指定しない場合は、エラーが返されます。ただし、BADFILE（または
DISCARDFILEか LOGFILE）を指定しない場合、アクセス・ドライバでは、表の名前に _%p
を付いたものがファイル名として使用されます。ファイルに対して拡張子がない場合は、デ
フォルトの拡張子が使用されます。デフォルトの拡張子は、不良ファイルでは .bad、廃棄
ファイルでは .dsc、ログ・ファイルでは .logとなります。
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condition
conditionを使用して、定数文字列とレコードのバイト範囲またはフィールドを比較しま
す。比較のソースは、レコードのフィールドまたはレコードのバイト範囲のいずれかです。
比較は、バイト単位で実行されます。文字列は、比較のターゲットとして指定すると、デー
タ・ファイルのキャラクタ・セットに変換されます。フィールドに文字以外のデータ型が含
まれる場合、データ型変換はフィールド値および文字列のいずれでも実行されません。
conditionの構文は次のとおりです。

range start : range end
この句を使用してレコードのバイト範囲または文字範囲を記述して条件を指定します。
STRING SIZES ARE句に使用する値で、rangeがバイトを示すか、文字を示すかを決定し
ます。range startおよび range endは、レコードへのバイト・オフセットまたは文字オ
フセットです。range startは、range end以下である必要があります。文字範囲の検索
は、可変幅キャラクタ・セットのデータに対してより固定幅キャラクタ・セットのデータに
対しての方が速く処理されます。範囲が、存在しないレコードの一部を指す場合、その範囲
を参照しようとするとレコードは拒否されます。

フィールドが NULLの場合、そのフィールドを NULL以外の値と比較すると、FALSEが返さ
れます。

次に、conditionの使用例を示します。

empid != BLANKS
10:13 = 0x00000830

注意注意注意注意 : データ・ファイルには、バイナリ・データ（VARCHARなどの 2 進
数を持つデータ型を含む）および文字データ（可変幅キャラクタ・セット
が使用されているか、または文字幅が 1 バイトより大きいデータ）が混在
しないようにする必要があります。この場合、アクセス・ドライバは、開
始位置の検索時にバイナリ・データを文字データとして処理するため、
フィールドの適切な開始位置を検索できない場合があります。

FIELDNAME

range start : range end

=

!=

string

BLANKS

NULL

(
FIELDNAME

range start : range end

=

!=

string

BLANKS

NULL

)
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PRODUCT_COUNT = "MISSING"

field_definitions 句句句句
field_definitions句を使用して、データ・ファイルのフィールドを指定し、レコード
内で検索する方法を指定します。

field_definitions句を指定しない場合は、次のようになります。

� フィールドは、「,」で区切られる。

� フィールドは、文字型である。

� フィールドの 大長は 255 である。

� データ・ファイルのフィールドの順序は、外部表で定義されたフィールドの順序とな
る。

� 空白はフィールドから切り捨てられない。

次に、アクセス・パラメータを含まずに作成する外部表の例を示します。その後に、ロード
が可能なデータ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir LOCATION
                                                                         ('foo.dat'));

Alvin,Tolliver,1976
Kenneth,Baer,1963

field_definitions句の構文は次のとおりです。

delim_spec 句句句句

delim_spec句を使用して、レコード内のすべてのフィールドの終了位置を識別します。す
べてのフィールドに指定される delim_specは、特定のフィールドに対して field_list
句の一部として上書きできます。構文の詳細は、12-15 ページの「delim_spec」を参照して
ください。

FIELDS
delim_spec trim_spec MISSING FIELD VALUES ARE NULL

REJECT ROWS WITH ALL NULL FIELDS field_list
12-14 Oracle9i データベース・ユーティリティ



field_definitions 句
trim_spec 句句句句

trim_spec句を使用して、すべての文字フィールドでデフォルトとして実行される空白の
切捨てタイプを指定します。すべてのフィールドに指定される trim_spec句は、個々の
フィールドに対して trim_spec句を指定して上書きできます。構文の詳細は、12-18 ペー
ジの「trim_spec」を参照してください。

MISSING FIELD VALUES ARE NULL
MISSING FIELD VALUES ARE NULLは、レコードのすべてのフィールドに十分なデータ
がない場合、データ値が欠落しているフィールドが NULLに設定されることを示します。構
文の詳細は、12-19 ページの「MISSING FIELD VALUES ARE NULL」を参照してください。

REJECT ROWS WITH ALL NULL FIELDS
REJECT ROWS WITH ALL NULL FIELDSは、行内で参照されるすべてのフィールドが
NULL の場合、その行が外部表にロードされないことを示します。このパラメータを指定し
ない場合、デフォルト値が使用され、すべてのフィールドが NULL の行が外部表にロードさ
れます。このパラメータの設定は、「reject rows with all null fields」または「rows with all 
null fields are accepted」としてログ・ファイルに書き込まれます。

field_list 句句句句
field_list句を使用して、データ・ファイルのフィールドおよびそのデータ型を識別しま
す。構文の詳細は、12-19 ページの「field_list」を参照してください。

delim_spec
delim_spec句を使用して、フィールドの終了位置（ENCLOSED BYを指定する場合は、開
始位置）を検索します。構文は次のとおりです。

ENCLOSED BYを指定すると、アクセス・ドライバで、レコードの現在の位置から 初のデ
リミタまでの間のすべての空白がスキップされます。現在の位置と 初のデリミタの間のす
べての空白が無視されます。次に、アクセス・ドライバでは、2 番目の囲みデリミタが検索
されます（または、2 番目のデリミタが指定されていない場合は、 初のデリミタがもう 1
度検索されます）。これら 2 つのデリミタの間にあるすべての文字がフィールド部分とみな
されます。

ENCLOSED BY string
AND string

TERMINATED BY
string

WHITESPACE

OPTIONALLY
ENCLOSED BY string

AND string
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TERMINATED BY stringを ENCLOSED BY句で指定する場合、終了記号文字列は、2 番目の
囲みデリミタの直後に置く必要があります。2 番目の囲みデリミタと終了デリミタの間の空
白はスキップされます。2 つのデリミタの間で空白以外の文字が検索される場合、正しく書
式化されていないため行が拒否されます。

ENCLOSED BY句を使用せずに TERMINATED BYを指定する場合、レコードの現在の位置と
次に検索される終了記号文字列の間にあるすべての文字がフィールド部分とみなされます。

OPTIONALLYを指定する場合は、TERMINATED BYも指定する必要があります。
OPTIONALLYパラメータによって、ENCLOSED BYデリミタは、両方存在するかまたは両方
存在しないかのいずれかであることが示されます。終了デリミタは、ENCLOSED BYデリミ
タの有無にかかわらず存在する必要があります。OPTIONALLYを指定する場合、アクセス・
ドライバは、 初の空白以外の文字までのすべての空白をスキップします。 初の空白以外
の文字が検索されると、アクセス・ドライバは、現在の位置に 初の囲みデリミタが含まれ
ているかどうかを確認します。含まれている場合は、アクセス・ドライバによって 2 番目の
囲み文字列が検索され、 初の囲みデリミタと 2 番目の囲みデリミタの間のすべての文字が
フィールド部分とみなされます。終了デリミタは、2 番目の囲みデリミタの直後に置く必要
があります（2 番目の囲みデリミタと終了デリミタの間にオプションで空白を置くことも可
能）。 初の空白以外の文字が 初の囲み文字列ではない場合、アクセス・ドライバは終了
デリミタを検索します。この場合、先頭（前にある空白も含めて）から終了デリミタまでの
すべての文字がフィールド部分とみなされます。

デリミタが検出された後、レコードの現在の位置は、フィールドの 後のデリミタの後に設
定されます。TERMINATED BY WHITESPACEを指定した場合、レコードの現在の位置は、
フィールドの後に続くすべての空白の後に設定されます。

レコードの 後のフィールドで終了記号が欠落している場合は、エラーではありません。ア
クセス・ドライバは、終了記号が検出された場合と同様に処理を行います。2 番目の囲みデ
リミタが欠落している場合は、エラーとなります。

2 番目の囲みに使用される文字列は、2 番目の囲みを 2 回続けることによって、データ・
フィールドに含むことができます。たとえば、フィールドが一重引用符で囲まれる場合、次
のような方法で、データ・ファイルに一重引用符を含むことができます。

'I don''t like green eggs and ham'

囲みデリミタを使用せずに、データ・フィールドの終了文字列を引用符で囲む方法はありま
せん。フィールドに終了デリミタを含むことができるのは、フィールド・パーサーが囲みデ
リミタを検出するまで終了デリミタを検索しないためです。

通常、1 文字の文字列は、複数文字の文字列より速く指定できます。また、固定幅キャラク
タ・セットのデータは、可変幅のキャラクタ・セットよりも速く検索できます。

次に、delim_specの使用例を示します。

TERMINATED BY "|"
ENCLOSED BY "\" TERMINATED BY ","
ENCLOSED BY "START MESSAGE" AND "END MESSAGE"
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例例例例 : 終了デリミタを含む外部表終了デリミタを含む外部表終了デリミタを含む外部表終了デリミタを含む外部表
次に、終了デリミタが使用されている外部表の例を示します。その後に、ロードが可能な
データ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY WHITESPACE)
                         LOCATION ('foo.dat'));

Alvin Tolliver 1976
Kenneth Baer 1963
Mary Dube 1973

例例例例 : 囲みデリミタおよび終了デリミタを含む外部表囲みデリミタおよび終了デリミタを含む外部表囲みデリミタおよび終了デリミタを含む外部表囲みデリミタおよび終了デリミタを含む外部表
次に、囲みデリミタと終了デリミタの両方を使用する外部表の例を示します。2 番目の囲み
デリミタと終了記号の間のすべての空白が無視されるのと同様に、終了文字列と 初の囲み
文字列の間のすべての空白も無視されます。この例の後に、ロードが可能なデータ・ファイ
ルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4)) 
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
               ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY "," ENCLOSED BY "("  AND ")")
               LOCATION ('foo.dat'));

(Alvin) ,   (Tolliver),(1976)
(Kenneth),  (Baer) ,(1963)
(Mary),(Dube) ,   (1973)

例例例例 : オプションの囲みデリミタを含む外部表オプションの囲みデリミタを含む外部表オプションの囲みデリミタを含む外部表オプションの囲みデリミタを含む外部表
次に、オプションの囲みデリミタを使用する外部表の例を示します。フィールドの先頭およ
び後続の空白を切り捨てるために、LRTRIMを使用していることに注意してください。この
例の後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY ','
                                            OPTIONALLY ENCLOSED BY '(' and ')'
                                            LRTRIM)
                         LOCATION ('foo.dat'));

Alvin ,   Tolliver , 1976
(Kenneth),  (Baer), (1963)
( Mary ), Dube ,    (1973)
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trim_spec
trim_spec句を使用して、空白をテキスト・フィールドの始めから切り捨てるか、終わり
から切り捨てるか、またはその両方から切り捨てるかを指定します。空白には、空白文字お
よびその他の印字されない文字（タブ、LF、改行など）が含まれます。trim_spec句の構
文は次のとおりです。

フィールドから文字を切り捨てない場合は、NOTRIMを使用します。

フィールドから文字を切り捨てる場合は、LRTRIM、LTRIMおよび RTRIMを使用します。
LRTRIMを使用すると、先頭と後続の空白の両方が切り捨てられます。先頭の空白を切り捨
てるには、LTRIMを使用します。後続の空白を切り捨てるには、RTRIMを使用します。

SQL*Loader の切捨て機能との互換性を保つには、LDRTRIMを使用します。次の場合を除い
て、NOTRIMと同様です。

� フィールドがデリミタ付きのフィールドではない場合、空白は右から切り捨てられる。

� フィールドが OPTIONALLY ENCLOSED BYで指定されたデリミタ付きフィールドで、オ
プションの囲みが特定のインスタンスで欠落している場合、空白は左から切り捨てられ
る。

デフォルトは、LDRTRIMです。NOTRIMを指定すると、パフォーマンスが向上します。

trim_spec句をフィールド・リストの前に指定して、デフォルトの切捨てをすべての
フィールドに設定できます。trim_specがフィールド・リストの前で指定されない場合、
LDRTRIMが、デフォルトの切捨て設定となります。デフォルトの切捨ては、個々のフィー
ルドに対して datatype_specの一部として上書きできます。

すべてが空白のフィールドに対して切捨てを指定する場合、そのフィールドは NULLに設定
されます。

次の例では、すべてのデータが固定長です。ただし、先頭に空白がある文字データはロード
できません。この例の後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20),
year_of_birth CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS LTRIM)
                         LOCATION ('foo.dat'));

LRTRIM

NOTRIM

LTRIM

RTRIM

LDRTRIM
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Alvin,           Tolliver,1976
Kenneth,         Baer,    1963
Mary,            Dube,    1973

MISSING FIELD VALUES ARE NULL
MISSING FIELD VALUES ARE NULLは、レコードのすべてのフィールドに十分なデータ
がない場合、データ値が欠落しているフィールドが NULLに設定されることを示します。
MISSING FIELD VALUES ARE NULLを指定せず、レコードのすべてのフィールドに十分
なデータがない場合、行は拒否されます。

次の例で、2 番目のレコードは、生まれた年のデータがデータ・ファイルから欠落していて
も、year_of_birth列に対し NULLに設定されて格納されます。MISSING FIELD 
VALUES ARE NULL句をアクセス・パラメータで指定しない場合、year_of_birth列の値
が含まれていない 2 番目のレコードが拒否されます。この例の後に、ロードが可能なデー
タ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth INT)
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY ","
                                            MISSING FIELD VALUES ARE NULL)
                         LOCATION ('foo.dat'));
 
Alvin,Tolliver,1976
Baer,Kenneth
Mary,Dube,1973

field_list
field_list句を使用して、データ・ファイルのフィールドおよびそのデータ型を識別しま
す。field_list句では、次のように評価します。

� フィールドにいずれのデータ型も指定されない場合、データ型は、デリミタなしフィー
ルドでは CHAR(1)、デリミタ付きフィールドでは CHAR(255)である。

� いずれのフィールド・リストも指定されない場合、データ・ファイルのフィールドは外
部表と同じ順序である。すべてのフィールドのデータ型は、CHAR(255)。

� いずれのフィールド・リストも指定されず、delim_spec句も指定されない場合、デー
タ・ファイルのフィールドは外部表と同じ順序である。すべてのフィールドは、
CHAR(255)であり、カンマで終了する。

次の例では、field_listおよび delim_specを含まない外部表の定義を示します。その
後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15), last_name CHAR(20), year_of_birth INT)
  ORGANIZATION EXTERNAL (TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
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                         ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY "|")
                         LOCATION ('foo.dat'));

Alvin|Tolliver|1976
Kenneth|Baer|1963
Mary|Dube|1973

field_list句の構文は次のとおりです。

field_name
field_nameは、データ・ファイルのフィールド名を識別する文字列です。文字列が引用符
内にない場合、フィールド名は外部表の列名に一致され、大文字になります。

field_nameが問合せで参照される外部表の列名と一致する場合は、このフィールド値が外
部表列の値に使用されます。名前が外部表で参照されたいずれの名前にも一致しない場合、
フィールドはロードされません。ただし、このフィールドは句の評価（たとえば、WHENま
たは NULLIF）には使用できます。

pos_spec
pos_spec句を使用して、レコード内の列の位置を指定します。構文の詳細は、12-21 ペー
ジの「pos_spec 句」を参照してください。

datatype_spec
datatype_spec句を使用して、フィールドのデータ型を指定します。datatype_specが
指定されない場合、アクセス・ドライバは、データ型は CHAR(255)であると想定します。
構文の詳細は、12-22 ページの「datatype_spec 句」を参照してください。

init_spec
init_spec句で、フィールドが NULLになる、またはデフォルトの値を設定されるタイミ
ングを指定します。構文の詳細は、12-29 ページの「init_spec 句」を参照してください。

( field_name
pos_spec datatype_spec init_spec

,

)
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pos_spec 句句句句
pos_spec句を使用して、レコード内の列の位置を指定します。STRING SIZES ARE IN句
を設定して、pos_specがバイト位置と文字位置のどちらを参照するかを決定します。可変
幅キャラクタ・セットで文字位置を使用すると、固定幅キャラクタ・セットで文字位置を使
用するより大幅に時間がかかります。pos_specが文字位置に使用されると、バイナリ文字
データとマルチバイト文字データは、同じデータ・ファイルには指定できません。指定した
場合の結果は保証されません。pos_spec句の構文は次のとおりです。

start
startパラメータは、レコードの開始位置からフィールドの開始位置までのバイト数または
文字数です。前のフィールド位置からの相対ではなく、レコードの絶対位置でフィールドの
開始位置を設定します。

*
*パラメータで、フィールドが前のフィールドの直後のバイトまたは文字から始まることを
指定します。これは、可変長フィールドの後に固定長フィールドが続く場合に有効です。こ
のオプションは、レコードの 初のフィールドには使用できません。

increment
incrementパラメータを使用して、フィールドの開始位置を前のフィールドの終了位置か
らの固定のバイト数または固定の文字数で設定します。*-incrementを使用して、フィー
ルドの開始位置をレコードの現在の位置の前に指定します。*+incrementを使用して、開
始位置を現在の位置の後に移動します。

end
endパラメータを使用して、フィールドの終了バイトをレコード内の絶対バイトまたは絶対
文字オフセットで指定します。startを endとともに指定する場合、endは、startより
小さくできません。*または incrementを endとともに指定し、開始位置が特定のレコー
ドの endより大きいオフセットと評価される場合、レコードは拒否されます。

POSITION
(

start

*

+

–
increment

:

–

end

length
)
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length
lengthパラメータで、フィールドの終了位置を開始位置からの固定のバイト数または文字
数で指定します。開始位置を *で指定すると、固定長フィールドに有効です。

次に、pos_specの使用例を示します。その後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサン
プルを示します。

CREATE TABLE emp_load (first_name CHAR(15),
                      last_name CHAR(20),
                      year_of_birth INT,
                      phone CHAR(12),
                      area_code CHAR(3),
                      exchange CHAR(3),
                      extension CHAR(4))
  ORGANIZATION EXTERNAL
  (TYPE ORACLE_LOADER
   DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
   ACCESS PARAMETERS
     (FIELDS RTRIM
            (first_name (1:15) CHAR(15),
             last_name (*:+20),
             year_of_birth (36:39),
             phone (40:52),
             area_code (*-12: +3),
             exchange (*+1: +3),
             extension (*+1: +4)))
   LOCATION ('foo.dat'));

Alvin          Tolliver            1976415-922-1982
Kenneth        Baer                1963212-341-7912
Mary           Dube                1973309-672-2341

datatype_spec 句句句句
データ型がデフォルトと異なる場合、datatype_spec句を使用して、データ・ファイルの
フィールドのデータ型を指定します。フィールドのデータ型は、外部表内の対応する列の
データ型と異なる場合があります。アクセス・ドライバで必要な変更が行われます。
datatype_spec句の構文は次のとおりです。
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フィールドのバイト数または文字数が 0 の場合、フィールドは NULLであると想定されま
す。オプションの DEFAULTIF句を使用して、フィールドをデフォルトの値に設定するタイ
ミングを指定します。また、オプションの NULLIF句で、フィールドに対応付けられた列を
NULLに設定するタイミングに関するその他の条件を指定します。DEFAULTIF句または
NULLIF句が真の場合、これらの句を使用すると、データ・ファイルから読み込まれるすべ
ての値が上書きされます。

参照参照参照参照 : NULLIFおよび DEFAULTIFの詳細は、12-29 ページの「init_spec
句」を参照してください。

UNSIGNED
INTEGER

EXTERNAL ( len ) delim_spec

DECIMAL

ZONED

EXTERNAL
( len ) delim_spec

( precision
, scale

)

ORACLE_DATE

ORACLE_NUMBER
COUNTED

FLOAT
EXTERNAL ( len ) delim_spec

DOUBLE

RAW
( len )

CHAR
( len ) delim_spec trim_spec date_format_spec

VARCHAR

VARRAW

VARCHARC

VARRAWC

(
length_of_length ,

max_len )
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[UNSIGNED] INTEGER [EXTERNAL] [(len)]
この句を使用して、フィールドを整数として定義します。EXTERNALを指定する場合、数値
は文字列で指定します。EXTERNALを指定しない場合、数値はバイナリ・フィールドです。
2 進整数フィールドの lenに対する有効な値は、1、2、4 および 8 です。lenが 2 進整数で
指定されていない場合、デフォルトの値は、アクセス・ドライバが実行されているプラット
フォーム上の sizeof(int)の値です。DATA IS {BIG | LITTLE} ENDIAN句を使用する
と、データは格納される前にバイト・スワップされます。

EXTERNALを指定する場合、lenの値は、（STRING SIZES ARE IN BYTES句または
CHARACTERS句の設定に応じて）バイト数または文字数を数値で指定します。長さを指定し
ない場合、デフォルト値は 255 になります。

DECIMAL [EXTERNAL] およびおよびおよびおよび ZONED [EXTERNAL]
DECIMAL句を使用して、フィールドが PACKED 型の 10 進数であることを指定します。
ZONED句を使用して、フィールドが ZONED 型の 10 進数であることを指定します。
precisionフィールドで、数値の桁数を指定します。scaleフィールドで、数値の小数点
の位置を指定します。つまり、小数点の右側にくる桁数を指定します。scaleを指定しない
場合、値は 0 となります。

使用中のキャラクタ・セットが EBCDIC ベースか ASCII ベースかによって、ZONED 型の
10 進数には異なるエンコーディング形式があることに注意してください。ソース・データの
言語が EBCDIC の場合、そのファイルの ZONED 型の 10 進数は、EBCDIC エンコーディン
グと一致する必要があります。言語が ASCII ベースの場合、その数値は ASCII エンコー
ディングと一致する必要があります。

EXTERNALパラメータを指定する場合、データ・フィールドは、その長さがフィールドの精
度と一致する文字列です。

ORACLE_DATE
ORACLE_DATEは、Oracle バイナリ・データ・フォーマットの日付を含むフィールドである
ことを指定します。これは、Oracle Call Interface（OCI）プログラムでは、DTYDATデータ
型として使用される形式です。固定長 7 のフィールドです。

ORACLE_NUMBER
ORACLE_NUMBERは、Oracle 数値書式の数値を含むフィールドであることを指定します。
COUNTEDを指定しないかぎり、フィールドは固定長（Oracle 数値フィールドの 大サイズ）
です。その場合、フィールドの 初のバイトには残りのフィールドのバイト数が含まれま
す。

ORACLE_NUMBERは、固定長 22 バイトのフィールドです。ORACLE_NUMBER COUNTED
フィールドの長さは、カウント・バイト用の 1 バイトに、カウント・バイトで指定されたバ
イト数を加えた長さです。
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DOUBLE [EXTERNAL]
DOUBLE句を使用して、フィールドが、アクセス・ドライバが実行されているプラット
フォーム上の C 言語の DOUBLEデータ型と同じ形式であることを指定します。DATA IS 
{BIG | LITTLE} ENDIAN句を使用すると、データは格納される前にバイト・スワップされ
ます。このデータ型は特定のプラットフォーム間では移植できません。

EXTERNALパラメータを指定する場合、フィールドは、 大長 255 の文字列です。

FLOAT [EXTERNAL]
FLOAT句を使用して、フィールドが、アクセス・ドライバが実行されているプラットフォー
ム上の C 言語の FLOATデータ型と同じ形式であることを指定します。DATA IS {BIG | 
LITTLE} ENDIAN句を使用すると、データは格納される前にバイト・スワップされます。こ
のデータ型は特定のプラットフォーム間では移植できません。

EXTERNALパラメータを指定する場合、フィールドは、 大長 255 の文字列です。

RAW
RAW句を使用して、ソース・データがバイナリ・データであることを指定します。RAW
フィールドに対する lenは常にバイト単位です。RAWフィールドがキャラクタ列にロード
されると、列に書き込まれるデータは、RAWフィールドのバイトの 16 進表現となります。

CHAR
CHAR句を使用して、フィールドが文字データ型であることを指定します。CHARフィールド
の長さ（len）で、フィールドの 大バイト数または 大文字数を指定します。lenは、
STRING SIZESAREIN句の設定に応じて、バイト単位または文字単位になります。

CHARデータ型のフィールドに長さを指定しない場合、フィールドが区切られていないかぎ
り、フィールド・サイズは 1 になります。

� デリミタ付き CHARフィールドでは、長さが指定されている場合、その長さが 大長と
して使用されます。

� 長さが指定されていないデリミタ付き CHARフィールドでは、デフォルトの 255 バイト
が使用されます。

� デリミタ付きで 255 バイトを超える CHARフィールドには、 大長を指定する必要があ
ります。そうしない場合、データ・ファイルのフィールドが 大長を超えているという
エラーを受信します。

date_format_spec句を使用して、指定された形式の日付または時刻がフィールドに含む
ことを指定します。

次に、CHAR句の使用例を示します。その後に、ロードが可能なデータ・ファイルのサンプ
ルを示します。

CREATE TABLE emp_load
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 (first_name CHAR(15),
  last_name CHAR(20),
  hire_date CHAR(10),
  resume_file CHAR(500))
  ORGANIZATION EXTERNAL 
   (TYPE ORACLE_LOADER
    DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
    ACCESS PARAMETERS (FIELDS TERMINATED BY ","
                        (first_name,
                         last_name,
                         hire_date CHAR(10) DATE_FORMAT DATE MASK "mm/dd/yyyy",
                         resume_file))
    LOCATION ('foo.dat'));

Alvin,Tolliver,12/2/1995,tolliver_resume.ps
Kenneth,Baer,6/6/1997,KB_resume.ps
Mary,Dube,1/18/2000,dube_resume.ps

date_format_spec
date_format_spec句を使用して、特定の形式の日付データまたは時刻データ（あるいは
その両方）が文字列フィールドに含まれることを指定します。この情報は、文字フィールド
が日付データ型または時刻データ型に変換される場合、および文字列フィールドが日付列に
マップされる場合のみに使用されます。date_format_spec句の構文は次のとおりです。

DATE  DATE句を使用して、文字列に日付が含まれることを指定します。

MASK  MASK句を使用して、データ型に対するデフォルトのグローバリゼーション書式マス
クを上書きします。日付マスクを指定しない場合は、データ型に対する適切なグローバリ
ゼーション・パラメータの NLS セッション設定（クライアントの設定ではない）が使用さ
れます。

� DATEデータ型の NLS_DATE_FORMAT

� TIMEデータ型の NLS_TIME_FORMAT

� TIMESTAMPデータ型の NLS_TIMESTAMP_FORMAT

DATE_FORMAT

DATE

TIME

TIMESTAMP

WITH TIMEZONE MASK " date/time mask "

INTERVAL
YEAR_TO_MONTH

DAY_TO_SECOND
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� TIME WITH TIME ZONEデータ型の NLS_TIME_WITH_TIMEZONE_FORMAT

� TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の NLS_TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE_FORMAT

TIME  TIME句を使用して、フィールドに書式化された時刻を表す文字列が含まれることを指
定します。

TIMESTAMP  TIMESTAMP句を使用して、書式化されたタイムスタンプがフィールドに含まれ
ることを指定します。

INTERVAL  INTERVAL句を使用して、フィールドに書式化された期間が含まれることを指定
します。期間の型は、YEAR TO MONTHまたは DAY TO SECONDのいずれかです。

VARCHAR およびおよびおよびおよび VARRAW
VARCHARデータ型には、文字データが後に続くバイナリ・カウント・フィールドが含まれ
ます。バイナリ・カウント・フィールドの値は、フィールドのバイト数または文字数のいず
れかです。数値が、文字数とバイト数のどちらで解釈されるかを指定する方法の詳細は、
12-7 ページの「STRING SIZES ARE IN」を参照してください。

VARRAWデータ型には、バイナリ・データが後に続くバイナリ・カウント・フィールドが含
まれます。バイナリ・カウント・フィールドの値は、バイナリ・データのバイト数です。
VARRAWフィールドのデータは、DATA IS…ENDIAN句の影響を受けません。

オプションの length_of_lengthフィールドは、カウント・フィールドのバイト数です。
VARCHARに対する length_of_lengthの有効な値は、1、2、4 および 8 です。
length_of_lengthを指定しない場合、値に 2 が使用されます。カウント・フィールド
は、DATA IS…ENDIAN句で指定するエンディアンと同じエンディアンです。

max_lenフィールドを使用して、データ・ファイルのフィールドのインスタンスの 大サ
イズを指定します。VARRAWフィールドでは、max_lenはバイト数です。VARCHARフィー
ルドでは、max_lenは、STRING SIZES ARE IN句の設定に応じて、文字数またはバイト数
のいずれかになります。

次に、VARCHARおよび VARRAWの使用例を示します。カウント・バイトのバイナリ値およ
び RAW データの値は、データ・ファイルに各バイナリ・バイトにつき 2 文字がイタリック
体で示されています。

CREATE TABLE emp_load
             (first_name CHAR(15),
              last_name CHAR(20),
              resume CHAR(2000),
              picture RAW(2000))
  ORGANIZATION EXTERNAL
  (TYPE ORACLE_LOADER
   DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
   ACCESS PARAMETERS
     (FIELDS (first_name VARCHAR(2,12),
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              last_name VARCHAR(2,20),
              resume VARCHAR(4,10000),
              picture VARRAW(4,100000)))
    LOCATION ('foo.dat'));

0005Alvin0008Tolliver0000001DAlvin Tolliver's Resume etc. 
0000001013f4690a30bc29d7e40023ab4599ffff

VARCHARC およびおよびおよびおよび VARRAWC
VARCHARCデータ型には、文字データが後に続く文字カウント・フィールドが含まれます。
カウント・フィールドの値は、フィールドのバイト数または文字数のいずれかです。数値
が、文字数とバイト数のどちらで解釈されるかを指定する方法の詳細は、12-7 ページの

「STRING SIZES ARE IN」を参照してください。オプションの length_of_lengthは、長
さが文字とバイトのどちらで解釈されるかに応じて、VARCHARCに対するカウント・フィー
ルドのバイト数または文字数のいずれかになります。

VARCHARCに対する length_of_lengthsの 大値は、文字列のサイズが文字単位の場合
は 10 で、文字列のサイズがバイト単位の場合は 20 です。length_of_lengthのデフォル
トの値は 5 です。

VARRAWCデータ型には、バイナリ・データが後に続くキャラクタ・カウント・フィールド
が含まれます。カウント・フィールドの値は、バイナリ・データのバイト数です。
length_of_lengthは、カウント・フィールドのバイト数です。

max_lenフィールドを使用して、データ・ファイルのフィールドのインスタンスの 大サ
イズを指定します。VARRAWCの場合は、max_lenはバイト数です。VARCHARCフィールド
の場合は、max_lenは、STRING SIZES ARE IN句の設定に応じて、文字数またはバイト数
のいずれかになります。

次に、VARCHARCおよび VARRAWCの使用例を示します。pictureフィールドの長さは 0 で
す。これは、このフィールドが NULLに設定されていることを意味します。

CREATE TABLE emp_load
             (first_name CHAR(15),
              last_name CHAR(20),
              resume CHAR(2000),
              picture RAW (2000))
  ORGANIZATION EXTERNAL
  (TYPE ORACLE_LOADER
    DEFAULT DIRECTORY ext_tab_dir
    ACCESS PARAMETERS
      (FIELDS (first_name VARCHARC(5,12),
               last_name VARCHARC(2,20),
               resume VARCHARC(4,10000),
               picture VARRAWC(4,100000)))
  LOCATION ('foo.dat'));

00007William05Ricca0035Resume for William Ricca is missing0000
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init_spec 句句句句
init_spec句を使用して、フィールドを NULLまたはデフォルト値に設定するタイミング
を指定します。init_spec句の構文は次のとおりです。

NULLIF句および DEFAULTIF句は、フィールドに各 1 回のみ指定できます。これらの句を
使用して、次の処理を実行できます。

� NULLIF condition_specを指定し、真と評価された場合、フィールドは NULLに設定
されます。

� DEFAULTIF condition_specを指定し、真と評価された場合、フィールドの値はデ
フォルトの値に設定されます。デフォルトの値は、フィールドのデータ型によって次の
ように異なります。

– 文字データ型の場合は、デフォルトの値は空の文字列

– 数値データ型の場合は、デフォルトの値は 0

– 日付データ型の場合は、デフォルトの値は NULL

� NULLIF句および DEFAULTIF句の両方をフィールドに指定する場合、まず NULLIF句が
評価され、DEFAULTIF句は、NULLIF句が偽と評価された場合のみに評価されます。

DEFAULTIF

NULLIF
condition_spec
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第第第第 IV部部部部

 その他のユーティリティその他のユーティリティその他のユーティリティその他のユーティリティ

第 IV 部には、次の章が含まれます。

第 13 章「DBVERIFY: オフライン・データベース検査ユーティリティ」

この章では、オフライン・データベース検査ユーティリティである DBVERIFY の使用方法
について説明します。

第 14 章「DBNEWID ユーティリティ」

この章では、DBNEWID ユーティリティを使用してデータベースの名前または ID（あるい
はその両方）を変更する方法について説明します。

第 15 章「メタデータ API の使用」

この章では、データベース・オブジェクトに対するメタデータの完全な表現の抽出および処
理が可能なメタデータ API について説明します。
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DBVERIFY: オフライン・データベース検査オフライン・データベース検査オフライン・データベース検査オフライン・データベース検査

ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

DBVERIFY は外部コマンド・ユーティリティで、オフライン・データベース上で物理データ
構造に対する整合性チェックを実行します。チェックの対象となるのは、バックアップ・
ファイルおよびオンライン・ファイル（またはファイルの一部）です。DBVERIFY を使用す
るのは、バックアップ・データベース（またはデータ・ファイル）をリストアする前にそれ
が有効であることを確認する場合です。また、データ破損の問題が発生した場合に診断機能
としても使用します。

DBVERIFY はオフライン・データベースに対して実行できるため、整合性チェックが非常に
高速に行えます。

DBVERIFY によるチェックは、キャッシュ管理（データ・ブロック）ブロックのみに制限さ
れています。DBVERIFY は、データ・ファイルでのみ使用します。制御ファイルまたは
REDO ログに対しては機能しません。

DBVERIFY には、2 つのコマンドライン・インタフェースがあります。 初のインタフェー
スでは、確認の対象として単一データ・ファイルのディスク・ブロックを指定します。次の
インタフェースでは、確認の対象としてセグメントを指定します。次の項では、これらのイ
ンタフェースの記述について説明します。

� DBVERIFY を使用した単一データ・ファイルのディスク・ブロックの検査

� DBVERIFY を使用したセグメントの検査

注意注意注意注意 : DBVERIFY の起動に使用するコマンドはご使用のオペレーティン
グ・システムによって異なります（たとえば、Sun/Sequent システムでは
dbv）。詳細は、ご使用のオペレーティング・システム固有の Oracle ド
キュメントを参照してください。
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DBVERIFY を使用した単一データ・ファイルのディスク・ブを使用した単一データ・ファイルのディスク・ブを使用した単一データ・ファイルのディスク・ブを使用した単一データ・ファイルのディスク・ブ
ロックの検査ロックの検査ロックの検査ロックの検査

このモードでは、DBVERIFY によって、単一データ・ファイルの 1 つ以上のディスク・ブ
ロックがスキャンされ、ページのチェックが実行されます。

構文構文構文構文
単一データ・ファイルのディスク・ブロックを検査するときに使用する DBVERIFYの構文は
次のとおりです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
パラメータの詳細は次のとおりです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

FILE 検査するデータベース・ファイル名。

START 検査する 初のブロック・アドレス。ブロック・アドレスは、
Oracle ブロックで指定します（オペレーティング・システム・ブ

ロックではありません）。STARTを指定しないと、ファイル内の

初のブロックが DBVERIFY によってデフォルト設定されます。

END 検査する 後のブロック。ENDを指定しないと、ファイル内の 後

のブロックが DBVERIFY によってデフォルト設定されます。

dbv

FILE = filename

START

END
= block_address

BLOCKSIZE = integer

LOGFILE = filename

FEEDBACK = integer

HELP =
Y

N

PARFILE = filename
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コマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェース
次に、DBVERIFY をこのモードで起動するコマンドライン・インタフェースの使用例を示し
ます。

% dbv FILE=t_db1.dbf FEEDBACK=100

DBVERIFY のサンプル出力のサンプル出力のサンプル出力のサンプル出力
次に示すのは、ファイル t_db1.fの検査の出力です。フィードバック・パラメータに 100
が指定されているため、100 ページの処理が行われるたびにピリオドが 1 つ表示されます。

% dbv FILE=t_db1.dbf FEEDBACK=100 
 
DBVERIFY: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 27 13:55:26 2002

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.
 
DBVERIFY - Verification starting : FILE = t_db1.dbf 

................................................................................
 

DBVERIFY - Verification complete 
 
Total Pages Examined         : 9216 
Total Pages Processed (Data) : 2044 

BLOCKSIZE BLOCKSIZEは、検査するファイルのブロック・サイズが 2KB でな

い場合にのみ指定します。ファイルのブロック・サイズが 2KB でな

い場合、BLOCKSIZEを指定しないと DBV-00103 のエラーが発生し

ます。

LOGFILE ログ情報を書き込むファイルを指定します。デフォルトでは、端末
画面への出力となります。

FEEDBACK 進捗画面が端末に表示され、DBVERIFY の実行中に検証されたペー

ジ数 nが 1 つのピリオド（.）で示されます。n = 0 と設定すると、

進捗画面は表示されません。

HELP オンライン・ヘルプを表示します。

PARFILE 使用するパラメータ・ファイル名を指定します。フラット・ファイ
ルの DBVERIFY パラメータには、複数の値を格納できます。これ

によって、パラメータ・ファイルをカスタマイズして、異なるタイ
プのデータ・ファイルの処理、およびデータ・ファイルに固有の整
合性チェックの実行ができます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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DBVERIFY を使用したセグメントの検査
Total Pages Failing   (Data) : 0 
Total Pages Processed (Index): 733 
Total Pages Failing   (Index): 0 
Total Pages Empty            : 5686 
Total Pages Marked Corrupt   : 0 

Total Pages Influx           : 0 

注意：注意：注意：注意：

� Pages = ブロック。

� Total Pages Examined = ファイルのブロック数。

� Total Pages Processed = 検査されたブロック数（書式化されたブロック）。

� Total Pages Failing (Data) = データ・ブロック・チェック・ルーチンで違反したブ
ロック数。

� Total Pages Failing (Index) = 索引ブロック・チェック・ルーチンで違反したブロッ
ク数。

� Total Pages Marked Corrupt = キャッシュ・ヘッダーが無効で、DBVERIFY がブ
ロック型を識別できないブロック数。

� Total Pages Influx = 読込みおよび書込みが同時に行われるブロック数。DBVERIFY
の実行時にデータベースがオープンされている場合は、一貫性を維持したイメージ
の取得のために DBVERIFY によってブロックが複数回読み込まれます。ただし、
データベースがオープンされているため、同時に読込みおよび書込みが行われるブ
ロックがあります（INFLUX）。DBVERIFY では、絶え間なく変化するページの一
貫性のあるイメージは取得できません。

DBVERIFY を使用したセグメントの検査を使用したセグメントの検査を使用したセグメントの検査を使用したセグメントの検査
このモードでは、DBVERIFY を使用して表セグメントまたは索引セグメントの検査を指定で
きます。確認中のセグメントに行連鎖ポインタがあることを確認します。

このモードでは、検査するセグメント（データ・セグメントまたは索引セグメント）を指定
する必要があります。また、セグメントについての情報をデータベースから取得するため、
SYSDBA権限でデータベースにログインする必要があります。

このモードでは、セグメントはロックされます。1 つの索引セグメントを指定する場合、親
表はロックされます。IOT など、一部の索引には親表はありません。
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DBVERIFY を使用したセグメントの検査
構文構文構文構文
セグメントを検査するときの DBVERIFY の構文は次のとおりです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
パラメータの詳細は次のとおりです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

USERID ユーザー名およびパスワードを指定します。

SEGMENT_ID 検査するセグメントを指定します。tsn、segfileおよび

segblockを識別するには、USER_TABLES、USER_SEGMENTSな

どの適切なデータ・ディクショナリ表を結合して問合せを実行しま
す。

LOGFILE ログ情報を書き込むファイルを指定します。デフォルトでは、端末
画面への出力となります。

FEEDBACK 進捗画面が端末に表示され、DBVERIFY の実行中に検証されたペー

ジ数 nが 1 つのピリオド（.）で示されます。n = 0 と設定すると、

進捗画面は表示されません。

HELP オンライン・ヘルプを表示します。

PARFILE 使用するパラメータ・ファイル名を指定します。フラット・ファイ
ルの DBVERIFY パラメータには、複数の値を格納できます。これ

によって、パラメータ・ファイルをカスタマイズして、異なるタイ
プのデータ・ファイルの処理、およびデータ・ファイルに固有の整
合性チェックの実行ができます。

dbv

USERID = username/password

SEGMENT_ID = tsn.segfile.segblock

LOGFILE = filename

FEEDBACK = integer

HELP =
Y

N

PARFILE = filename
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DBVERIFY を使用したセグメントの検査
コマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェースコマンドライン・インタフェース
次に、DBVERIFY をこのモードで起動するコマンドライン・インタフェースの使用例を示し
ます。

dbv USERID=username/password SEGMENT_ID=tsn.segfile.segblock
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DBNEWID ユーティ
14

DBNEWID ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

DBNEWID ユーティリティは、オペレーショナル・データベースの DBID および DBNAME
を変更できるデータベース・ユーティリティです。

この章の内容は、次のとおりです。

� DBNEWID ユーティリティとは

� DBID および DBNAME の変更による影響

� データベースの DBID および DBNAME の変更

� DBNEWID ユーティリティの構文
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DBNEWID ユーティリティとは
DBNEWID ユーティリティとはユーティリティとはユーティリティとはユーティリティとは
DBNEWID ユーティリティの導入以前は、データベースのコピーを手動で作成し、制御ファ
イルを再作成してデータベースに新しいデータベース名（DBNAME）を指定することがで
きました。ただし、データベースに新しい識別子（DBID）を指定することはできません。
DBID は、データベース用の内部的な一意の識別子です。Recovery Manager では DBID に
よってデータベースが区別されるため、シード・データベースおよび手動でコピーされた
データベースは、同じ Recovery Manager リポジトリに登録できません。DBNEWID ユー
ティリティを使用すると、次のいずれかを変更することによって、この問題を解決できま
す。

� データベースの DBID のみ

� データベースの DBNAME のみ

� データベースの DBNAME および DBID の両方

DBID およびおよびおよびおよび DBNAME の変更による影響の変更による影響の変更による影響の変更による影響
データベースの DBID の変更は、重要な処理です。データベースの DBID を変更すると、そ
のデータベースのすべての古いバックアップおよびアーカイブ・ログが使用できなくなりま
す。DBID の変更後、RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンする必要
があります。これによって、オンライン REDO ログが再作成され、この順序番号が 1 にリ
セットされます（詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照）。このため、
DBID の変更直後に、データベース全体のバックアップを取る必要があります。

DBID を変更せずに DBNAME を変更する場合は、RESETLOGSオプションを指定してデー
タベースをオープンする必要がないため、データベースのバックアップおよびアーカイブ・
ログは無効になりません。ただし、DBNAME を変更すると、これらが無効になります。
データベース名の変更後、新しい名前を反映させるには DB_NAME初期化パラメータを変更
する必要があります。また、Oracle パスワード・ファイルの再作成が必要な場合もありま
す。制御ファイルの古い（データベース名を変更する前の）バックアップをリストアする場
合、データベース名を変更する前の初期化パラメータ・ファイルおよびパスワード・ファイ
ルを使用する必要があります。

データベースのデータベースのデータベースのデータベースの DBID およびおよびおよびおよび DBNAME の変更の変更の変更の変更
この項の内容は、次のとおりです。

� DBID およびデータベース名の変更

� データベース名のみの変更

� DBID の変更操作のトラブルシューティング

� データベース名の変更操作のトラブルシューティング
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データベースの DBID および DBNAME の変更
DBID およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更
この項では、データベースの DBID を変更する方法について説明します。オプションで、
データベース名も変更できます。

1. データベース全体のリカバリ可能なバックアップがあることを確認します。

2. ターゲット・データベースがマウント状態であること、またそのデータベースがマウン
ト前に一貫性を維持した状態で停止されていることを確認します。次に例を示します。

SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP MOUNT

3. コマンドラインで DBNEWID ユーティリティを起動し、SYSDBA権限を持つ有効なユー
ザーを指定します。次に例を示します。

% nid TARGET=SYS/oracle@test_db

DBID に加えてデータベース名も変更するには、DBNAMEパラメータを指定します。こ
の例では、データベース名を test_db2に変更します。

% nid TARGET=SYS/oracle@test DBNAME=test_db2

DBNEWID ユーティリティを使用して、データ・ファイルおよび制御ファイルへの入出
力を試行する前に、これらのファイルのヘッダーで妥当性チェックを実行します。妥当
性チェックが正常に行われると、操作の確認が求められ（ログ・ファイルを指定した場
合、確認は求められません）、各データ・ファイル（NORMAL モードでオフラインさ
れたデータ・ファイルおよび読込み専用データ・ファイルを含む）の DBID が変更され
ます。これらの処理の完了後、DBNEWID ユーティリティが終了します。データベース
はマウントされた状態のままですが、使用できません。次に例を示します。

DBNEWID: Release 9.2.0.1.0

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to database TEST_DB (DBID=3942195360)

Control Files in database:
    /oracle/dbs/cf1.f
    /oracle/dbs/cf2.f

Change database id of database SOLARIS? (Y/[N]) => y

Proceeding with operation
    Datafile /oracle/dbs/tbs_01.f - changed
    Datafile /oracle/dbs/tbs_02.f - changed
    Datafile /oracle/dbs/tbs_11.f - changed
    Datafile /oracle/dbs/tbs_12.f - changed
    Datafile /oracle/dbs/tbs_21.f - changed
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データベースの DBID および DBNAME の変更
New DBID for database TEST_DB is 3942196782.
All previous backups and archived redo logs for this database are unusable
Proceed to shutdown database and open with RESETLOGS option.
DBNEWID - Database changed.

妥当性チェックが正常に行われなかった場合、DBNEWID ユーティリティは終了し、
ターゲット・データベースは変更されません。データベースをオープンし、エラーを修
正した後で、DBNEWID ユーティリティの操作を再開するか、または DBID を変更せず
に継続してデータベースを使用することができます。

4. DBNEWID ユーティリティによって DBID が正常に変更された後で、データベースを停
止します。次に例を示します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

5. データベースをマウントします。次に例を示します。

STARTUP MOUNT

6. RESETLOGSモードでデータベースをオープンし、通常の使用を再開します。次に例を
示します。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

データベースの新しいバックアップを取ります。オンライン REDO ログをリセットし
たため、現行のデータベースでは古いバックアップとアーカイブ・ログは使用できませ
ん。

データベース名のみの変更データベース名のみの変更データベース名のみの変更データベース名のみの変更
この項では、DBID を変更せずにデータベース名を変更する方法について説明します。

1. データベース全体のリカバリ可能なバックアップがあることを確認します。

2. ターゲット・データベースがマウント状態であること、またそのデータベースがマウン
ト前に一貫性を維持した状態で停止されていることを確認します。次に例を示します。

SHUTDOWN IMMEDIATE
STARTUP MOUNT

3. コマンドラインでユーティリティを起動し、SYSDBA権限を持つ有効なユーザーを指定
します。DBNAMEパラメータと SETNAMEパラメータの両方を指定する必要があります。
この例では、データベース名を test_db2に変更します。

% nid TARGET=SYS/oracle@test_db DBNAME=test_db2 SETNAME=YES

DBNEWID ユーティリティを使用して、制御ファイル（データ・ファイルではなく）へ
の入出力を試行する前に、ファイルのヘッダーで妥当性チェックを実行します。妥当性
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データベースの DBID および DBNAME の変更
チェックが正常に行われると、操作の確認が求められ、制御ファイル内のデータベース
名が変更されます。これらの処理の完了後、DBNEWID ユーティリティが終了します。
DBNEWID ユーティリティが正常に終了した後、データベースはマウントされた状態の
ままですが、使用できません。

DBNEWID: Release 9.2.0.1.0

(c) Copyright 2002 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to database TEST_DB (DBID=3942196782)

Control Files in database:
    /oracle/dbs/cf1.f
    /oracle/dbs/cf2.f

Change database name of database TEST_DB to TEST_DB2? (Y/[N]) => Y

Proceeding with operation

Database name changed from TEST_DB to TEST_DB2 - database needs to be shutdown.
Modify parameter file and generate a new password file before restarting.

DBNEWID - Successfully changed database name

妥当性チェックが正常に行われなかった場合、DBNEWID ユーティリティは終了し、
ターゲット・データベースは変更されません。データベースをオープンし、エラーを修
正した後で、DBNEWID ユーティリティの操作を再開するか、またはデータベース名を
変更せずに継続してデータベースを使用することができます。

4. データベースを停止します。次に例を示します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

5. 初期化パラメータ・ファイルの DB_NAME初期化パラメータを新しいデータベース名に
設定します。

6. 新しいパスワード・ファイルを作成します。

7. データベースを起動し、通常の使用を再開します。次に例を示します。

STARTUP
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データベースの DBID および DBNAME の変更
DBID の変更操作のトラブルシューティングの変更操作のトラブルシューティングの変更操作のトラブルシューティングの変更操作のトラブルシューティング
DBNEWID ユーティリティによって妥当性チェックが正常に行われたが、DBID の変更中に
エラーが検出された場合、DBNEWID ユーティリティは停止し、データベースは変更中のま
まになります。この場合、DBNEWID ユーティリティの操作を完了するか、または元に戻さ
ないかぎり、データベースをオープンできません。DBNEWID ユーティリティによって操作
の状態を示すメッセージが表示されます。

操作を続行するか元に戻す前に、エラーの原因を解決します。データベース全体を 新の
バックアップからリストアして、DBNEWID ユーティリティの起動前の時点までリカバリを
実行する以外に解決策がない場合もあります。そのため、DBNEWID ユーティリティの実行
前に 新のバックアップを使用可能にしておくことが重要です。

DBID の変更操作を元に戻さずに続行する場合は、元のコマンドを再実行します。
DBNEWID ユーティリティが再開され、すべてのデータ・ファイルおよび制御ファイルに新
しい DBID が指定されるまで変更操作が続行されます。この時点では、データベースはマウ
ントされたままです。RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする前に、
データベースを停止し、再度マウントする必要があります。

DBNEWID ユーティリティの操作を元に戻した場合、DBNEWID ユーティリティによって
実行されたすべての変更が元に戻され、データベースはマウントされた状態のままになりま
す。

停止した DBID の変更操作を元に戻すには、REVERTキーワードを指定して DBNEWID ユー
ティリティを再実行します。次に例を示します。

% nid TARGET=SYS/oracle REVERT=YES LOGFILE=$HOME/nid.log

データベース名の変更操作のトラブルシューティングデータベース名の変更操作のトラブルシューティングデータベース名の変更操作のトラブルシューティングデータベース名の変更操作のトラブルシューティング
データベース名のみの変更（DBID は変更しない）を指定した場合、妥当性チェックのプロ
セスは DBID の変更と同じです。ただし、制御ファイルのみが DBNEWID ユーティリティ
によってチェックされます。データ・ファイルは読み込まれません。妥当性チェックで問題
が発生した場合、データベースはマウントされたままになります。

妥当性チェックを正常に終了することはできますが、実際のデータベース名は変更されませ
ん。発生の可能性がある障害の例は、データベース内に存在する制御ファイルの数によっ
て、次のとおり異なります。

� 1 つ以上の制御ファイルが存在し、 初の制御ファイルで DBNEWID ユーティリティに
障害が発生した場合、制御ファイルのデータベース名は変更されません。操作を再試行
するか、またはデータベースをオープンして通常のデータベースの使用を再開します。

� 複数の制御ファイルが存在し、2 つ目以降の制御ファイルで DBNEWID ユーティリティ
に障害が発生した場合、古い DBNAME を含む制御ファイルと新しい DBNAME を含む
制御ファイルが混在します。この場合、すべての CONTROL_FILESの場所に 初に変更
された制御ファイルを手動でコピーするか、またはすべての CONTROL_FILESの場所に
変更されていない制御ファイルをコピーして変更を元に戻す必要があります。
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DBNEWID ユーティリティの構文
DBNEWID ユーティリティの構文ユーティリティの構文ユーティリティの構文ユーティリティの構文
次の図に、DBNEWID ユーテイリティの構文を示します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
表 14-1 に、DBNEWID ユーテイリティの構文のパラメータを示します。

表表表表 14-1 DBNEWID ユーテイリティのパラメータユーテイリティのパラメータユーテイリティのパラメータユーテイリティのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

TARGET データベースへの接続に使用するユーザー名およびパスワードを指定しま
す。ユーザーには、SYSDBA権限が必要です。オペレーティング・システ

ム認証を使用している場合、スラッシュ（/）を使用して続けることがで

きます。環境変数 $ORACLE_HOMEおよび $ORACLE_SIDが正しく設定さ

れていない場合、ターゲット・データベースへの接続にセキュリティで保
護されたサービス（IPC または BEQ）を指定できます。DBNEWID ユー

ティリティを起動する場合は、常にターゲット・データベースを指定する
必要があります。

nid TARGET =
username

/
password @ service_name

REVERT =
YES

NO

DBNAME = new_db_name

SETNAME =
YES

NO

LOGFILE = logfile

APPEND =
YES

NO HELP =
YES

NO
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制限事項および使用上の注意制限事項および使用上の注意制限事項および使用上の注意制限事項および使用上の注意
DBNEWID ユーティリティには次の制限事項があります。

� このユーティリティは、UNIX および Windows NT のオペレーティングシステムでのみ
使用可能です。

� nid実行可能ファイルを実行するにはデータ・ファイルおよび制御ファイルに直接アク
セスする必要があるため、この実行可能ファイルは Oracle 所有者が所有し、実行する
必要があります。他のユーザーがこのユーティリティを実行する場合は、そのユーザー
ID をデータ・ファイルおよび制御ファイルの所有者に設定します。

� DBNEWID ユーティリティを使用するには、ローカル接続を介してデータベースのデー
タ・ファイルに直接アクセスする必要があります。DBNEWID ユーティリティでは、
ネット・サービス名は指定できますが、非ローカル・データベースの DBID は変更でき
ません。

� データベースの DBID を変更するには、データベースがマウントされており、マウント
前に一貫性を維持した状態で停止されている必要があります。Oracle Real Application 

REVERT YES（デフォルトは NO）を指定すると、失敗した DBID の変更が元に戻

ります。ターゲット・データベース上で DBID の変更操作が進行していな

い場合は、ユーティリティによってエラーが出力されます。DBID の変更

が正常に完了した場合は、元に戻せません。REVERT=YESは、DBID の変

更が正常に行われなかった場合にのみ有効です。

DBNAME=new_db_
name

データベース名を変更します。データベースの DBID および DBNAME は

同時に変更できます。DBNAME のみを変更するには、SETNAMEパラ

メータも指定します。

SETNAME YES（デフォルトは NO）を指定すると、DBNEWID ユーティリティに

よってデータベースの名前のみが変更され、DBID は変更されません。

SETNAME=YESを指定すると、ユーティリティによってターゲット・デー

タベースの制御ファイルのみに書き込まれます。

LOGFILE=logfile DBNEWID ユーティリティによってメッセージが書き込まれるファイル

を指定します。デフォルトでは、古いログに上書きされます。ログ・ファ
イルを指定すると、DBNEWID ユーティリティによって確認が求められ

ません。

APPEND YES（デフォルトは NO）を指定すると、既存のログ・ファイルにログの

出力が追加されます。

HELP YES（デフォルトは NO）を指定すると、DBNEWID ユーティリティの構

文オプションのリストが出力されます。

表表表表 14-1 DBNEWID ユーテイリティのパラメータ（続き）ユーテイリティのパラメータ（続き）ユーテイリティのパラメータ（続き）ユーテイリティのパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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DBNEWID ユーティリティの構文
Clusters データベースの場合は、データベースを NOPARALLELモードでマウントする
必要があります。

� DBID の変更後は、RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする必要
があります。データベース名のみの変更後は、RESETLOGSオプションを使用してオー
プンする必要はありません。

� DBNEWID ユーティリティの実行中に、データベースに対して他のプロセスを実行する
ことはできません。他のセッションがデータベースを停止して起動した場合、
DBNEWID ユーティリティは異常終了します。

� すべてのオンライン・データ・ファイルは、リカバリが不要な、一貫性を維持した状態
である必要があります。

� NORMAL モードでオフラインされたデータ・ファイルは、アクセスおよび書込みが可
能である必要があります。そうでない場合は、DBNEWID ユーティリティを起動する前
に、これらのファイルを削除する必要があります。

� すべての読込み専用表領域は、DBNEWID ユーティリティを起動する前に、オペレー
ティング・システム・レベルでアクセスおよび書込みが可能である必要があります。こ
れらの表領域を書込み可能にできない場合（たとえば、表領域が CD-ROM にある場合）
は、トランスポータブル表領域機能を使用して、DBNEWID ユーティリティを起動する
前に、表領域を書込み可能な領域にトランスポートする必要があります（詳細は、

『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照）。

� DBID のみを変更する場合は、REVERTのみ指定できます。

DBNEWID ユーティリティの使用例ユーティリティの使用例ユーティリティの使用例ユーティリティの使用例

DBID のみの変更のみの変更のみの変更のみの変更
次の例では、オペレーティング・システム認証を使用して接続し、DBID のみを変更します。

% nid TARGET=/

DBID およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更およびデータベース名の変更
次の例では、ユーザー SYSとして接続し、DBID を変更して、データベース名を test2に
変更します。

% nid TARGET=SYS/oracle@test1 DBNAME=test2

データベース名のみの変更データベース名のみの変更データベース名のみの変更データベース名のみの変更
次の例では、ユーザー SYSTEMとして接続し、データベース名のみを変更して、出力用のロ
グ・ファイルを指定します。

% nid TARGET=SYSTEM/manager@test2 DBNAME=test3 SETNAME=YES LOGFILE=dbid.out
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メタデータ API
15

メタデータメタデータメタデータメタデータ API の使用の使用の使用の使用

この章では、データベース・オブジェクトに対するメタデータの完全な表現の抽出および処
理が可能なメタデータ Appplication Programming Interface（API）について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

� メタデータ API の概要

� メタデータ API の実装方法

� DBMS_METADATA プログラム・インタフェース

� DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェース

� メタデータ API の例
の使用 15-1



メタデータ API の概要
メタデータメタデータメタデータメタデータ API の概要の概要の概要の概要
メタデータ API によって、次の作業を集中的、かつ単純で柔軟な方法で実行できます。

� XML または作成 DDL のいずれかとしての、データベース・オブジェクト（メタデータ）
の完全な定義の抽出

� 業界標準の Extensible Stylesheet Language Transformation（XSLT）を介したメタデー
タの変換

� SQL DDL の生成によるデータベース・オブジェクトの再作成

Oracle9i リリース 1（9.0.1）以降では、インスタンスが動作中の場合常にメタデータ API が
使用可能です。メタデータ API は、Oracle Lite では使用できません。

以前の方法によるメタデータの抽出以前の方法によるメタデータの抽出以前の方法によるメタデータの抽出以前の方法によるメタデータの抽出
オブジェクトのメタデータは、正規化された状態でデータベース・ディクショナリ内に分散
されます。以前のリリースでは、まずディクショナリ内でオブジェクトのメタデータが表現
されている方法および位置を理解し、次に、オブジェクトの完全な表現の抽出のために、複
数の問合せを発行する必要がありました。メタデータが抽出されると、通常、次のタスクを
実行します。

1. オブジェクト表領域の変更、列データ型の変更、オブジェクト所有者の変更など、メタ
データをなんらかの方法で変換します。

2. ソース・データベースまたは他のデータベースで実行するために、メタデータを SQL 
DDL テキストに変換します。

Oracle9i リリース 1（9.0.1）以前は、これらの手順を支援する方法はありませんでした。

メタデータメタデータメタデータメタデータ API の構成要素の構成要素の構成要素の構成要素
メタデータ API の基礎となっているのは、一連のユーザー定義型（UDT）および対応する
オブジェクト・ビューで構成される Oracle データベース・ディクショナリのオブジェクト・
モデルです。UDT によって各オブジェクト・クラスのメタデータの集計操作が実行され、
オブジェクト・ビューによって UDT の属性がディクショナリ内の適切なベース・リレー
ショナル表にマップされます。メタデータ API によって、これらのオブジェクト・ビューに
対する問合せが生成され、集計済データベース・オブジェクト定義が取得されます。

これらの問合せの結果は、XML SQL Utility（XSU）によって XML 文書に変換されます。こ
の機能も、Oracle9i リリース 1（9.0.1）で導入されました。コール元が DDL の出力を要求す
ると、メタデータ API は、Oracle サーバーに統合された XML Parser および XSL Processors
を使用して、XML 文書を作成用 DDL に変換します。
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メタデータ API の概要
メタデータメタデータメタデータメタデータ API の機能の機能の機能の機能
メタデータ API の機能は、次のとおりです。

� 詳細なプログラム制御または簡単な参照を実現するための、強力な PL/SQL インタ
フェースを提供します。

� SQL の CREATE文で作成可能なすべてのディレクトリ・オブジェクトに対して、完全な
集計済データベース定義の取得をサポートします。オブジェクト型の完全なリストにつ
いては、『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』
の DBMS_METADATAの章を参照してください。

� オブジェクトの完全な表現のみを提供します。

� データベース・オブジェクトのメタデータを XML 形式で提供します。この形式は、ダ
ウンストリーム・プロセスによって XSLT を介して簡単に変換できます。

� サポートされているすべてのオブジェクトに対して、完全な Oracle 固有の作成用 DDL
を提供します。

� 柔軟性のあるオブジェクト選択を提供します。問合せごとに複数のオブジェクトを返す
ことができます。

� デイジー・チェーン変換をサポートします。この変換では、 初の出力が 2 番目の入力
になり、2 番目の出力が 3 番目の入力になるように続きます。

� オブジェクト型固有の変換パラメータを使用した DDL 出力のカスタマイズをサポート
します。

インターネットによる計算インターネットによる計算インターネットによる計算インターネットによる計算
メタデータ API は、オブジェクト・メタデータのエンコーディングおよび変換に、XML お
よび XSLT という 2 つのインターネット標準を使用します。メタデータのエンコーディング
に（独自の形式ではなく）業界標準の形式を使用すると、標準ツールを使用して出力の解析
および変換ができます。

現在、データベース・メタデータには業界標準の XML モデルがないため、メタデータ API
では Oracle DDL の生成用に 適化されたモデルが使用されます。文書の要素名は、Oracle
データベース・ディレクトリ・モデルの UDT の属性から直接導出されます。標準モデルが
開発された場合、メタデータ API にはそれらをプラグインする機能がサポートされていま
す。古い文書は、XSLT を使用して代替モデルに変換できます。

注意注意注意注意 : XSLT 変換を介した場合以外のオブジェクト属性のサブセット化
は、このリリースではサポートされていません。
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メタデータ API の実装方法
メタデータメタデータメタデータメタデータ API の実装方法の実装方法の実装方法の実装方法
メタデータ API は、PL/SQL の DBMS_METADATAパッケージを使用して実装されます。
DBMS_METADATAパッケージを使用すると、データベース・ディクショナリからメタデータ
を取得できます。このパッケージによって、柔軟性および拡張性のある方法でオブジェクト
を選択できます。DBMS_METADATAを使用して、XML および DDL のデータベース・オブ
ジェクト・メタデータを抽出できます。

DBMS_METADATAパッケージには、次の 2 種類のインタフェースがあります。

� DBMS_METADATA プログラム・インタフェース

� DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェース

DBMS_METADATA とセキュリティとセキュリティとセキュリティとセキュリティ
Oracle メタデータ・モデルのオブジェクト・ビューでのセキュリティは、次のとおり実装さ
れています。

� 権限を持たないユーザーが表示できるのは、各自のオブジェクトのメタデータのみで
す。

� SYSおよび SELECT_CATALOG_ROLEを持つユーザーは、すべてのオブジェクトを表示
できます。

� 権限を持たないユーザーも、ユーザー自身に付与されたオブジェクトおよびシステム権
限、またはユーザーが他のユーザーに付与したオブジェクトおよびシステム権限は取得
できます。これには、PUBLICに付与された権限も含まれます。

� コール元が取得権限のないオブジェクトを要求した場合、例外は発生しません。オブ
ジェクトが取得されないのみです。

� 権限を持たないユーザーに他のユーザーのスキーマ内にあるオブジェクトに対するなん
らかのアクセス権限が付与された場合、メタデータ API を介して付与指定は取得できま
すが、オブジェクトの実際のメタデータは取得できません。

注意注意注意注意 : メタデータ API で定義された型およびパブリック・インタフェー
スの詳細は、次の場所を参照してください。

$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsmeta.sql
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DBMS_METADATA プログラム・インタフェース
DBMS_METADATA プログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェース
DBMS_METADATAプログラム・インタフェースは、詳細なファイングレイン制御に使用され
ます。

� OPEN、SET_FILTER、SET_PARSE_ITEM、SET_COUNT、ADD_TRANSFORM、
SET_TRANSFORM_PARAM、FETCH_xxx、CLOSEのプロシージャが提供されています。

� メタデータは XML として表現されます。このため、XSLT を使用して業界標準のメタ
データへの変換を実行できます。

� DBMS_METADATAでは、メタデータを DDL として返すように指定できます。API では内
部で XSL スクリプトが使用され、変換が透過的に実行されます。

� Oracle XML Parser またはサード・パーティ製のツールのいずれかを使用して XSL スク
リプトを起動すると、XML 表現をオフラインで変換できます。

表 15-1 では、DBMS_METADATAプログラム・インタフェースで提供されるプロシージャを
簡単に説明します。構文も含めた詳細は、『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャお
よびタイプ・リファレンス』を参照してください。

表表表表 15-1 DBMS_METADATA プログラム・インタフェースのプロシージャプログラム・インタフェースのプロシージャプログラム・インタフェースのプロシージャプログラム・インタフェースのプロシージャ

PL/SQL プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ 説明説明説明説明

DBMS_METADATA.OPEN() 取得するオブジェクトの型、メタデータのバージョンおよ
びオブジェクト・モデルを指定します。返される値は、後
続のコールで使用されるオブジェクト・セット用の不透明
なコンテキスト・ハンドルです。

BMS_METADATA.SET_FILTER() 取得するオブジェクトに、オブジェクト名、スキーマなど
の制限を指定します。ベース・オブジェクトを、索引、ト
リガーなどの依存オブジェクトに対して指定できます。

DBMS_METADATA.SET_COUNT() 1 回の FETCH_xxxコールで取得するオブジェクトの数を指

定します。デフォルトでは、FETCH_xxxへのコールごとに

1 つのオブジェクトが返されます。

DBMS_METADATA.GET_QUERY() FETCH_xxxで使用される問合せ（複数の場合もあります）

のテキストを返します。このテキストは、デバッグに有効
です。

DBMS_METADATA.SET_PARSE_
ITEM()

出力を解析可能にし、解析オブジェクト属性および返すオ
ブジェクト属性を指定します。これによって、コール元は
SQL の DDL のキー属性を解析する必要がなくなります。
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DBMS_METADATA プログラム・インタフェース
DBMS_METADATA.ADD_
TRANSFORM()

取得したオブジェクトの XML 表現に、FETCH_xxxによっ

て適用される変換を指定します。複数の変換を追加できま
す。デフォルトでは（変換を追加しない状態で）、オブジェ
クトが XML 文書として返されます。

ADD_TRANSFORMプロシージャをコールして、返された文

書を変換する XSLT スクリプトを指定します。DDL が指定

されている場合、後続の FETCH_xxxコールからオブジェ

クトの作成用 DDL が返されます。ADD_TRANSFORMプロ

シージャでは、OPENで返されるものとは異なる不透明な変

換ハンドルが返されます。

DBMS_METADATA.SET_
TRANSFORM_PARAM()

ADD_TRANSFORMプロシージャから返される

transform_handle で識別される XSLT スタイルシートにパラ

メータを指定します。

DDL 変換の場合、これらのパラメータによって DDL の形

式が変更されます。たとえば、制約が列制約または ALTER 
TABLE文として要求される場合があります。

DBMS_METADATA.FETCH_xxx() FETCH_xxxルーチンでは、OPEN、SET_FILTER、
SET_COUNTおよび ADD_TRANSFORMプロシージャによっ

て確立された条件を満たすオブジェクトのメタデータが返
されます。

FETCH_XMLおよび FETCH_DDLでは、メタデータがそれぞ

れ XML および SQL DDL として返されます。FETCH_CLOB
ルーチンでは、指定された変換で示されたとおり、XML ま

たは DDL のいずれかが返されます。

これらのルーチンで使用される型の詳細は、『Oracle9i 
PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファ

レンス』を参照してください。

DBMS_METADATA.CLOSE() OPENプロシージャによって返されたハンドルを無効にし、

関連付けられた状態をクリーンアップします。

表表表表 15-1 DBMS_METADATA プログラム・インタフェースのプロシージャ（続き）プログラム・インタフェースのプロシージャ（続き）プログラム・インタフェースのプロシージャ（続き）プログラム・インタフェースのプロシージャ（続き）

PL/SQL プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ 説明説明説明説明
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DBMS_METADATA プログラム・インタフェース
DBMS_METADATA.FETCH_XML プロシージャの使用プロシージャの使用プロシージャの使用プロシージャの使用
図 15-1 に、DBMS_METADATA.FETCH_XML()を使用する手順を示します。

1. DBMS_METADATA.OPEN()プロシージャを使用して、オブジェクト型をオープンしま
す。オープン可能なオブジェクト型には、表、索引、型、パッケージ、シノニムなどが
あります。

2. DBMS_METADATA.SET_FILTER()プロシージャを使用して、取得するオブジェクトを
指定します。

3. DBMS_METADATA.FETCH_XML()プロシージャを使用して、各修飾オブジェクトのメタ
データを XML 文書としてフェッチします。たとえば、XML は処理されてエクスポー
ト・ファイルに配信されます。

4. この操作の結果が NULLの場合は、DBMS_METADATA.CLOSE()プロシージャをコール
します。

図図図図 15-1 DBMS_METADATA.FETCH_XML() の使用の使用の使用の使用

オブジェクト型�
入力�

.open()

.set_filter()

オブジェクト型�
の例:

• 表
• 索引
• 型
• パッケージ
• シノニム�

.fetch_xml() .close()NULLの場合�

XMLの処理: 
たとえば、エクスポー�
ト・ファイルへの�
配信�

XML

DBMS_METADATA: fetch_xml()
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DBMS_METADATA.FETCH_DDL プロシージャの使用プロシージャの使用プロシージャの使用プロシージャの使用
図 15-2 に、DBMS_METADATA.FETCH_DDL()を使用する手順を示します。

1. DBMS_METADATA.OPEN()プロシージャを使用して、オブジェクト型をオープンしま
す。オープン可能なオブジェクト型には、表、索引、型、パッケージ、シノニムなどが
あります。

2. DBMS_METADATA.SET_FILTER()プロシージャを使用して、取得するオブジェクトを
指定します。

3. 出力に対して起動する変換の種類を指定します。
DBMS_METADATA.ADD_TRANSFORM()プロシージャを使用して、変換を追加します。

後に追加する変換は、「DDL」変換にする必要があります。

4. DBMS_METADATA.SET_TRANSFORM_PARAM()プロシージャを使用して、DDL をカス
タマイズします。たとえば、このプロシージャを使用して、表定義の STORAGE句を排
除できます。変換パラメータは、選択したオブジェクト型に固有です。

5. DBMS_METADATA.FETCH_DDL()プロシージャを使用して、DDL をフェッチします。
DDL 処理の例には、他のスキーマまたはデータベースでのオブジェクトの再作成があ
ります。

6. この操作の結果が NULLの場合は、DBMS_METADATA.CLOSE()プロシージャをコール
します。
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図図図図 15-2 DBMS_METADATA.FETCH_DDL() の使用の使用の使用の使用

DDLの処理:�
たとえば、別のスキーマ�
またはデータベースへの�
オブジェクトの再作成�

オブジェクト型�
入力�

.open()

.set_filter()

オブジェクト型�
固有

*set_transform_
paramによる 
DDLの表示変更�

例:
_storage
_tablespace

.add_transform()

.fetch_ddl() .close()
NULLの場合�

DDL

set_transform_
param()

オブジェクト型�
の例:

• 表
• 索引
• 型
• パッケージ
• シノニム�

DBMS_METADATA: fetch_ddl()
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DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェース
メタデータメタデータメタデータメタデータ API のプログラム・インタフェースに関するパフォーマンスののプログラム・インタフェースに関するパフォーマンスののプログラム・インタフェースに関するパフォーマンスののプログラム・インタフェースに関するパフォーマンスの
ヒントヒントヒントヒント

この項では、メタデータ API のプログラム・インタフェース使用時にパフォーマンスを向上
する方法について説明します。

1. ある型のすべてのオブジェクトを、次の型のオブジェクトをフェッチする前にフェッチ
します。たとえば、スキーマ内に含まれるすべてのオブジェクトの定義を取得する場合
は、まずすべての表をフェッチし、次にすべての索引をフェッチし、その次にすべての
トリガーをフェッチします。この方法は、OPENコンテキストをネストする方法（表を
フェッチした後でそのすべての索引、権限およびトリガーをフェッチし、その後、次の
表をフェッチした後でそのすべての索引、権限およびトリガーをフェッチするという方
法）より非常に高速です。15-11 ページの「メタデータ API の例」では、この非効率な
後者の方法が示されていますが、その例の目的は多くのプログラム・コールを示すこと
であり、その目的には、この方法が 適であるためです。

2. SET_COUNTプロシージャを使用して、複数のオブジェクトを一度に取得します。これ
によってサーバーのラウンドトリップが 小化され、多くの冗長なファンクション・
コールが削減されます。

3. FETCH_CLOBのファンクション形式ではなく、プロシージャを使用します。プロシー
ジャ形式では、IN OUT NOCOPY指定子を介した参照によって出力 CLOB が返されます。
ファンクション形式では、追加の LOB コピーを必要とする値によって出力 CLOB が返
されます。

4. メタデータ API をコールする PL/SQL パッケージを記述する場合、LOB 変数および
LOB を含むオブジェクト（SYS.KU$_DDLSなど）は、個々のファンクション内ではな
く、パッケージ・スコープで宣言します。これによって、ファンクションの開始および
終了時に、負荷の高い操作である、LOB の存続時間構造の作成および削除が実行されな
くなります。

DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェースブラウザ・インタフェースブラウザ・インタフェースブラウザ・インタフェース
DBMS_METADATAブラウザ・インタフェースは、SQL*Plus などの SQL クライアント内部で
簡単に使用するためのインタフェースです。このインタフェースは、
GET_xxx、GET_DEPENDENT_xxxおよび GET_GRANTED_xxxファンクションで提供されま
す。

� GET_DDLファンクションおよび GET_XMLファンクションでは、1 つの名前付きオブ
ジェクトに対してメタデータが返されます。たとえば、次の問合せでは、現在のユー
ザーのスキーマに含まれるすべての表に対する DDL が表示されます。

SQL> SELECT dbms_metadata.get_ddl(’TABLE’, table_name) FROM user_tables;

参照参照参照参照 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - ラージ・オブジェクト』
を参照してください。
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� GET_DEPENDENT_XML、GET_DEPENDENT_DDL、GET_GRANTED_XMLおよび
GET_GRANTED_DDLファンクションでは、1 つ以上の依存オブジェクトまたは権限が付
与されたオブジェクトに対してメタデータが返されます。

表 15-2 では、DBMS_METADATAブラウザ・インタフェースで提供されるプロシージャを簡
単に説明します。構文も含めた詳細は、『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよ
びタイプ・リファレンス』を参照してください。

例例例例 : DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェースの使用ブラウザ・インタフェースの使用ブラウザ・インタフェースの使用ブラウザ・インタフェースの使用
次の SQL*Plus の問合せでは、現在のユーザーのスキーマに含まれるすべての表に対する作
成用 DDL が表示されます。完全で中断のない出力を生成するには、問合せの実行前に、次
のとおり、PAGESIZEを 0（ゼロ）にし、また LONGを大きい数に設定します。

SQL> SET PAGESIZE 0
SQL> SET LONG 90000
SQL> SELECT dbms_metadata.get_ddl(’TABLE’, table_name) FROM user_tables;

メタデータメタデータメタデータメタデータ API の例の例の例の例
この項では、メタデータ API の詳細なプログラム例 PAYROLL_DEMOを示します。このプロ
グラムでは、「PAYROLL」から始まる MDDEMOスキーマに含まれるすべての表に対して、
DDL が取得されます。その後、それらの表で定義された権限、索引およびトリガーに対し
て DDL がフェッチされます。このスクリプトは、Oracle ホーム・ディレクトリの
rdbms/demo/mddemo.sqlファイルに含まれています。

表表表表 15-2 DBMS_METADATA ブラウザ・インタフェースのプロシージャブラウザ・インタフェースのプロシージャブラウザ・インタフェースのプロシージャブラウザ・インタフェースのプロシージャ

PL/SQL プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名 説明説明説明説明

DBMS_METADATA.GET_xxx() シングル・オブジェクトに対してメタデータを返す方法を提
供します。各 GET_xxxコールは、OPENプロシージャ、1 つ

か 2 つの SET_FILTERコール、ADD_TRANSFORMプロシー

ジャ（オプション）、FETCH_xxxコールおよび CLOSEプロ

シージャで構成されます。

object_type パラメータには、OPENプロシージャと同じセマン

ティクスが含まれます。schema および name はフィルタ処理

に使用されます。

変換を指定した場合、セッション・レベルの変換フラグが継
承されます。

DBMS_METADATA.GET_
DEPENDENT_xxx()

XML または DDL で指定したとおり、1 つ以上の依存オブ

ジェクトに対してメタデータが返されます。

DBMS_METADATA.GET_
GRANTED_xxx()

XML または DDL で指定したとおり、権限が付与された 1 つ

以上のオブジェクトに対してメタデータが返されます。
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mddemo.sql
-- This script demonstrates how to use the Metadata API. It first
-- establishes a schema (MDDEMO) and some payroll users, then creates three
-- payroll-like tables within it along with associated indexes, triggers
-- and grants.

-- It then creates a package PAYROLL_DEMO that shows common usage of the
-- Metadata API. The procedure GET_PAYROLL_TABLES retrieves the DDL for the
-- two tables in this schema that start with 'PAYROLL' then for each one,
-- retrieves the DDL for its associate dependent objects; indexes, grants
-- and triggers. All the DDL is written to a table named "MDDEMO"."DDL".

-- First, Install the demo. cd to rdbms/demo:
-- > sqlplus system/manager
-- SQL> @mddemo

-- Then, run it.
-- > sqlplus mddemo/mddemo
-- SQL> set long 40000
-- SQL> set pages 0
-- SQL> call payroll_demo.get_payroll_tables();
-- SQL> select ddl from DDL order by seqno;

Rem Set up schema for demo pkg. PAYROLL_DEMO.

connect system/manager
drop user mddemo cascade;
drop user mddemo_clerk cascade;
drop user mddemo_mgr cascade;

create user mddemo identified by mddemo;
GRANT resource, connect, create session
     , create table
     , create procedure 
     , create sequence
     , create trigger
     , create view
     , create synonym
     , alter session
TO mddemo;

create user mddemo_clerk identified by clerk;
create user mddemo_mgr identified by mgr;

connect mddemo/mddemo
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Rem Create some payroll-like tables...

create table payroll_emps
( lastname varchar2(60) not null,
  firstname varchar2(20) not null,
 mi varchar2(2),
 suffix varchar2(10),
 DOB date not null,
 badge_no number(6) primary key,
 exempt varchar(1) not null,
 salary number (9,2),
 hourly_rate number (7,2)
)
/
create table payroll_timecards
 badge_no number(6) references payroll_emps (badge_no),
 week number(2),
job_id number(5),
hours_worked number(4,2)
)
/
-- This is a dummy table used only to show that tables NOT starting with
-- 'PAYROLL' are NOT retrieved by payroll_demo.get_payroll_tables

create table audit_trail
(action_time DATE,
lastname VARCHAR2(60),
action LONG
)
/

Rem Then, create some grants...

grant update (salary,hourly_rate) on payroll_emps to mddemo_clerk;
grant ALL on payroll_emps to mddemo_mgr with grant option;

grant insert,update on payroll_timecards to mddemo_clerk;
grant ALL on payroll_timecards to mddemo_mgr with grant option;

Rem Then, create some indexes...

create index i_payroll_emps_name on payroll_emps(lastname);
create index i_payroll_emps_dob on payroll_emps(DOB);

create index i_payroll_timecards_badge on payroll_timecards(badge_no);

Rem Then, create some triggers (and required procedure)...
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create or replace procedure check_sal( salary in number) as
begin
  return;  -- Fairly loose security here...
end;
/

create or replace trigger salary_trigger before insert or update of salary on 
payroll_emps
for each row when (new.salary > 150000)
call check_sal(:new.salary)
/

create or replace trigger hourly_trigger before update of hourly_rate on payroll_
emps
for each row
begin :new.hourly_rate:=:old.hourly_rate;end;
/

--
-- Set up a table to hold the generated DDL
--
CREATE TABLE ddl (ddl CLOB, seqno NUMBER);

Rem Finally, create the PAYROLL_DEMO package itself.

CREATE OR REPLACE PACKAGE payroll_demo AS

   PROCEDURE get_payroll_tables;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY payroll_demo AS

-- GET_PAYROLL_TABLES: Fetch DDL for payroll tables and their dependent objects

PROCEDURE  get_payroll_tables IS

tableOpenHandle NUMBER;
depObjOpenHandle NUMBER;
tableTransHandle  NUMBER;
indexTransHandle NUMBER;
schemaName VARCHAR2(30);
tableName VARCHAR2(30);
tableDDLs sys.ku$_ddls;
tableDDL sys.ku$_ddl;
parsedItems   sys.ku$_parsed_items;
depObjDDL CLOB;
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seqNo NUMBER := 1;

TYPE obj_array_t IS VARRAY(3) OF VARCHAR2(30);

-- Load this array with the dependent object classes to be retrieved...
obj_array obj_array_t := obj_array_t('OBJECT_GRANT', 'INDEX', 'TRIGGER');

BEGIN

-- Open a handle for tables in the current schema.
  tableOpenHandle := dbms_metadata.open('TABLE');

-- Tell mdAPI to retrieve one table at a time. This call is not actually
-- necessary since 1 is the default... just showing the call.
  dbms_metadata.set_count(tableOpenHandle, 1);

-- Retrieve tables whose name starts with 'PAYROLL'. When the filter is
-- 'NAME_EXPR', the filter value string must include the SQL operator. This
-- gives the caller flexibility to use LIKE, IN, NOT IN, subqueries, etc.
  dbms_metadata.set_filter(tableOpenHandle, 'NAME_EXPR', 'LIKE ''PAYROLL%''');

-- Tell the mdAPI to parse out each table's schema and name separately so we
-- can use them to set up the calls to retrieve its dependent objects.
  dbms_metadata.set_parse_item(tableOpenHandle, 'SCHEMA');
  dbms_metadata.set_parse_item(tableOpenHandle, 'NAME');

-- Add the DDL transform so we get SQL creation DDL
  tableTransHandle := dbms_metadata.add_transform(tableOpenHandle, 'DDL');

-- Tell the XSL stylesheet we don't want physical storage information (storage,
-- tablespace, etc), and that we want a SQL terminator on each DDL. Notice that
-- these calls use the transform handle, not the open handle.
  dbms_metadata.set_transform_param(tableTransHandle,
     'SEGMENT_ATTRIBUTES', FALSE);
  dbms_metadata.set_transform_param(tableTransHandle,
    'SQLTERMINATOR', TRUE);

-- Ready to start fetching tables. We use the FETCH_DDL interface (rather than
-- FETCH_XML or FETCH_CLOB). This interface returns a SYS.KU$_DDLS; a table of
-- SYS.KU$_DDL objects. This is a table because some object types return
-- multiple DDL statements (like types / pkgs which have create header and 
-- body statements). Each KU$_DDL has a CLOB containing the 'CREATE foo'
-- statement plus a nested table of the parse items specified. In our case,
-- we asked for two parse items; Schema and Name. (NOTE: See admin/dbmsmeta.sql
-- for a more detailed description of these types)

  LOOP
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    tableDDLs := dbms_metadata.fetch_ddl(tableOpenHandle);
    EXIT WHEN tableDDLs IS NULL;  -- Get out when no more payroll tables

-- In our case, we know there is only one row in tableDDLs (a KU$_DDLS tbl obj)
-- for the current table. Sometimes tables have multiple DDL statements;
-- eg, if constraints are applied as ALTER TABLE statements, but we didn't ask
-- for that option. So, rather than writing code to loop through tableDDLs,
-- we'll just work with the 1st row.
--
-- First, write the CREATE TABLE text to our output table then retrieve the
-- parsed schema and table names.
    tableDDL := tableDDLs(1);
    INSERT INTO ddl VALUES(tableDDL.ddltext, seqNo);
    seqNo := seqNo + 1;
    parsedItems := tableDDL.parsedItems;

-- Must check the name of the returned parse items as ordering isn't guaranteed
    FOR i IN 1..2 LOOP
      IF parsedItems(i).item = 'SCHEMA'
      THEN
        schemaName := parsedItems(i).value;
      ELSE
        tableName  := parsedItems(i).value;
      END IF;
    END LOOP;
 
-- Now, we want to retrieve all the dependent objects defined on the current
-- table: indexes, triggers and grants. Since all 'dependent' object types
-- have BASE_OBJECT_NAME and BASE_OBJECT_SCHEMA in common as filter criteria,
-- we'll set up a loop to get all objects of the 3 types, just changing the
-- OPEN context in each pass through the loop. Transform parameters are
-- different for each object type, so we'll only use one that's common to all;
-- SQLTERMINATOR.

    FOR i IN 1..3 LOOP
      depObjOpenHandle := dbms_metadata.open(obj_array(i));
      dbms_metadata.set_filter(depObjOpenHandle,'BASE_OBJECT_SCHEMA',
       schemaName);
      dbms_metadata.set_filter(depObjOpenHandle,'BASE_OBJECT_NAME',tableName);

-- Add the DDL transform and say we want a SQL terminator
      indexTransHandle := dbms_metadata.add_transform(depObjOpenHandle, 'DDL');
      dbms_metadata.set_transform_param(indexTransHandle,
        'SQLTERMINATOR', TRUE);

-- Retrieve dependent object DDLs as CLOBs and write them to table DDL.
      LOOP
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        depObjDDL := dbms_metadata.fetch_clob(depObjOpenHandle);
        EXIT WHEN depObjDDL IS NULL;
        INSERT INTO ddl VALUES(depObjDDL, seqNo);
        seqNo := seqNo + 1;
      END LOOP;

-- Free resources allocated for current dependent object stream.
      dbms_metadata.close(depObjOpenHandle);

    END LOOP; -- End of fetch dependent objects loop

  END LOOP;   -- End of fetch table loop

-- Free resources allocated for table stream and close output file.
  dbms_metadata.close(tableOpenHandle);
  RETURN;

END;  -- of procedure get_payroll_tables

END payroll_demo;
/

PAYROLL_DEMO の出力の出力の出力の出力
次に、プロシージャ mddemo.payroll_demo.get_payroll_tablesの実行によって得ら
れる出力を示します。この出力は、次の問合せをユーザー mddemoとして実行することに
よって得られます。

SQL> SELECT ddl FROM ddl ORDER BY seqno;

CREATE TABLE "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS"
   (    "LASTNAME" VARCHAR2(60) NOT NULL ENABLE,
        "FIRSTNAME" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE,
        "MI" VARCHAR2(2),
        "SUFFIX" VARCHAR2(10),
        "DOB" DATE NOT NULL ENABLE,
        "BADGE_NO" NUMBER(6,0),
        "EXEMPT" VARCHAR2(1) NOT NULL ENABLE,
        "SALARY" NUMBER(9,2),
        "HOURLY_RATE" NUMBER(7,2),
 PRIMARY KEY ("BADGE_NO") ENABLE
   ) ;

  GRANT UPDATE ("SALARY") ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_CLERK";
  GRANT UPDATE ("HOURLY_RATE") ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_CLERK";
  GRANT ALTER ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT DELETE ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
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  GRANT INDEX ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT INSERT ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT SELECT ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT UPDATE ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT REFERENCES ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT ON COMMIT REFRESH ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT QUERY REWRITE ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;

  CREATE INDEX "MDDEMO"."I_PAYROLL_EMPS_DOB" ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" ("DOB")
  PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
  STORAGE(INITIAL 10240 NEXT 10240 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121 PCTINCREASE 50
  FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "SYSTEM" ;

  CREATE INDEX "MDDEMO"."I_PAYROLL_EMPS_NAME" ON "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" ("LASTNAME")
  PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
  STORAGE(INITIAL 10240 NEXT 10240 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121 PCTINCREASE 50
  FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "SYSTEM" ;

  CREATE OR REPLACE TRIGGER hourly_trigger before update of hourly_rate on payroll_emps
for each row
begin :new.hourly_rate:=:old.hourly_rate;end;
/
ALTER TRIGGER "MDDEMO"."HOURLY_TRIGGER" ENABLE;

  CREATE OR REPLACE TRIGGER salary_trigger before insert or update of salary on payroll_emps
for each row  
WHEN (new.salary > 150000)  CALL check_sal(:new.salary)
/
ALTER TRIGGER "MDDEMO"."SALARY_TRIGGER" ENABLE;

CREATE TABLE "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS"
   (    "BADGE_NO" NUMBER(6,0),
        "WEEK" NUMBER(2,0),
        "JOB_ID" NUMBER(5,0),
        "HOURS_WORKED" NUMBER(4,2),
 FOREIGN KEY ("BADGE_NO")
  REFERENCES "MDDEMO"."PAYROLL_EMPS" ("BADGE_NO") ENABLE
   ) ;

  GRANT INSERT ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_CLERK";
  GRANT UPDATE ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_CLERK";
  GRANT ALTER ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT DELETE ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT INDEX ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT INSERT ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
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  GRANT SELECT ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT UPDATE ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT REFERENCES ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT ON COMMIT REFRESH ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;
  GRANT QUERY REWRITE ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" TO "MDDEMO_MGR" WITH GRANT OPTION;

  CREATE INDEX "MDDEMO"."I_PAYROLL_TIMECARDS_BADGE" ON "MDDEMO"."PAYROLL_TIMECARDS" ("BADGE_NO")
  PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
  STORAGE(INITIAL 10240 NEXT 10240 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121 PCTINCREASE 50
  FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "SYSTEM" ;
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第第第第V部部部部

 付録付録付録付録

第 V 部には、次の付録が含まれます。

付録 A「SQL*Loader の構文図」

この付録では、SQL*Loader の構文図について説明します。

付録 B「DB2/DXT ユーザーに対する注意事項」

この付録では、SQL*Loader で使用する DDL の構文と、DB2 ロード・ユーティリティの制
御ファイルで使用する DDL の構文の違いについて説明します。

付録 C「バッカス正規形構文」

この付録では、テキストによる構文図の説明に使用される、バッカス正規形の変形に関する
記号および表記規則について説明します。





SQL*Loader の構
A

SQL*Loader の構文図の構文図の構文図の構文図

SQL*Loader の DDL 構文図（線路図ともいいます）は、標準 SQL 構文の表記法を使用して
います。この付録で使用している構文の表記法の詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドお
よびリファレンス』および『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

次に示す DDL 構文図は、特定の句（pos_spec句など）が省略された形で示されています。
この付録では、これらの構文図を拡張して詳しく説明します。

OPTIONS 句句句句

Load 文文文文

OPTIONS ( options )

UNRECOVERABLE

RECOVERABLE LOAD

CONTINUE_LOAD

DATA CHARACTERSET char_set_name

LENGTH
SEMANTICS

BYTE

CHAR

CHARACTER
BYTEORDER

BIG

LITTLE

ENDIAN
文図 A-1



infile_clause

BYTEORDERMARK
CHECK

NOCHECK

infile_clause READSIZE size READBUFFERS integer

INSERT

APPEND

REPLACE

TRUNCATE

concatenate_clause PRESERVE BLANKS
into_table_clause

BEGINDATA

INFILE

INDDN

*

input_filename

os_file_proc_clause

BADFILE filename

BADDN

DISCARDFILE

DISCARDDN
filename

DISCARDS

DISCARDMAX
integer
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os_file_proc_clause

concatenate_clause

into_table_clause

"

var

fix

str

’string’

X’hex_string

integer

"

CONCATENATE
integer

( integer )

CONTINUEIF

THIS

NEXT PRESERVE (
pos_spec

LAST
PRESERVE ( operator

str

X’hex_str’

)

INTO TABLE name

(
PARTITION name

SUBPARTITION name
)

INSERT

REPLACE

TRUNCATE

APPEND
SQL*Loader の構文図 A-3



SORTED
INDEXES

( name ) SINGLEROW

INSERT

REPLACE

TRUNCATE

APPEND

OPTIONS ( FILE=database_filename )

EVALUATE_CHECK_CONSTRAINTS REENABLE DISABLED_CONSTRAINTS

EXCEPTIONS table WHEN field_condition

OID_spec

SID_spec FIELDS
delim_spec

TRAILING
NULLCOLS

TREAT AS typename

SKIP n
field_list
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field_condition

delim_spec

full_fieldname

termination_spec

enclosure_spec

( full_fieldname

pos_spec
operator

’char_string’

X’hex_string’

BLANKS

)

AND

enclosure_spec

termination_spec

OPTIONALLY
enclosure_spec

full_fieldname

TERMINATED
BY

WHITESPACE

X’hexstr’

’string’

EOF

ENCLOSED
BY

’string’

X’hexstr’
AND

’string’

X’hexstr’
SQL*Loader の構文図 A-5



oid_spec

sid_spec

field_list

OID ( fieldname )

SID (
fieldname

CONSTANT SID_val
)

( column_name

d_gen_fld_spec

scalar_fld_spec

col_obj_fld_spec

collection_fld_spec

filler_fld_spec

,

)
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d_gen_fld_spec

ref_spec

init_spec

 

bfile_spec

RECNUM

SYSDATE

CONSTANT val

SEQUENCE (

COUNT

MAX

integer

, incr
)

REF_spec

SID_spec

BFILE_spec

init_spec

EXPRESSION " sql string "

REF (
fieldname

CONSTANT val

,

)

NULLIF

DEFAULTIF
field_condition

AND

BFILE (
fieldname

CONSTANT val
,

fieldname

CONSTANT val
)

SQL*Loader の構文図 A-7



filler_fld_spec

scalar_fld_spec

lobfile_spec

FILLER

BOUNDFILLER

pos_spec datatype_spec PIECED

LOBFILE_spec

POSITION pos_spec
datatype_spec PIECED

init_spec " sql_string "

LOBFILE (
fieldname

CONSTANT filename

CHARACTERSET name

LENGTH
SEMANTICS

BYTE

CHAR

CHARACTER
BYTEORDER

BIG

LITTLE

ENDIAN

BYTEORDERMARK
CHECK

NOCHECK
)
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pos_spec

datatype_spec
datatype_specの構文は次のとおりです。

(

start

*
+integer

:

–
end

)

SQL*Loader の構文図 A-9



delim_spec

INTEGER

( length )

SIGNED

UNSIGNED

EXTERNAL
( length ) delim_spec

FLOAT
EXTERNAL

( length ) delim_spec

DECIMAL

ZONED

EXTERNAL
( length ) delim_spec

( precision
, scale

)

DOUBLE

BYTEINT

SMALLINT

SIGNED

UNSIGNED

RAW
( length )

GRAPHIC
EXTERNAL ( graphic_char_length )

VARGRAPHIC

VARCHAR

( max_length )

CHAR
( length ) delim_spec

VARCHARC ( length_of_length
, max_size_bytes

)

VARRAWC ( length_of_length
, max_size_bytes

)

LONG
VARRAW (

max_bytes
)

DATE
EXTERNAL ( length  )  "mask" delim_spec

TIME

TIMESTAMP

WITH
LOCAL

TIME ZONE  "mask" 

INTERVAL

YEAR TO MONTH

DAY TO SECOND
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col_obj_fld_spec

collection_fld_spec

nested_table_spec

varray_spec

sdf_spec

COLUMN OBJECT
TREAT AS typename init_spec

field_list
sql_string_spec

nested_table_spec

varray_spec

NESTED TABLE
SDF_spec count_spec

delim_spec
field_list

VARRAY
SDF_spec count_spec

delim_spec

init_spec
field_list

SDF (

field_name

CONSTANT filename os_file_proc_clause READSIZE size

CHARACTERSET name

LENGTH
SEMANTICS

BYTE

CHAR

CHARACTER
SQL*Loader の構文図 A-11



count_spec

BYTEORDER
BIG

LITTLE

ENDIAN
BYTEORDERMARK

CHECK

NOCHECK
)

COUNT (
fieldname

CONSTANT positive_integer
)
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DB2/DXT ユーザーに対する注意
B

DB2/DXT ユーザーに対する注意事項ユーザーに対する注意事項ユーザーに対する注意事項ユーザーに対する注意事項

この付録では、SQL*Loader の DDL 構文と DB2 ロード・ユーティリティ /DXT 制御ファイ
ルの構文の違いについて説明します。この付録の内容は、次のとおりです。

� DB2 RESUME オプションの使用方法

� 互換性維持のための機能

� 制限事項

� DB2 と互換性のある文を含む SQL*Loader の構文
事項 B-1



DB2 RESUME オプションの使用方法
DB2 RESUME オプションの使用方法オプションの使用方法オプションの使用方法オプションの使用方法
ロード中の表にデータがすでに含まれている場合、ユーザーはそのデータの処理方法を 3 つ
のオプション（表 B-1 を参照）の中から選択します。

RESUME句の DB2 構文は次のとおりです。

RESUME  { YES | NO [ REPLACE ] }

DB2 の RESUME構文のかわりに、相当する SQL*Loader オプションを指定することもできま
す。

SQL*Loader では、すべての INTO TABLE句の指定の前に RESUME句を 1 回指定すると、
ロードする表すべてにその RESUME句が適用されます。また、INTO TABLE指定の後に
RESUME句を指定すると、RESUMEオプションを表単位で指定できます。表名の後に
RESUMEオプションを指定した場合は、同一ファイル中でそれより前に指定された RESUME
オプションより優先されます。INTO TABLE句の前に指定した RESUMEは、個別に RESUME
句が指定されていない表すべてに適用されます。

互換性維持のための機能互換性維持のための機能互換性維持のための機能互換性維持のための機能
IBM 社の DB2 ロード・ユーティリティには、SQL*Loader では使用しない要素も含まれてい
ます。たとえば、DB2 では、外部ファイルを使用してソート済索引を作成しますが、この外
部ファイルの指定はロード文の中で行うことができます。DB2 のローダーとの互換性を保つ
ため、SQL* Loader ではこれらのオプションが解析されますが、Oracle データベース・サー
バーにとって意味がない場合、そのオプションは無視されます。次の項に示す構文要素は使
用可能ですが、SQL*Loader では無視されます。

表表表表 B-1 DB2 の関数とそれに相当するの関数とそれに相当するの関数とそれに相当するの関数とそれに相当する SQL*Loader のオプションのオプションのオプションのオプション

DB2 SQL*Loader オプションオプションオプションオプション 結果結果結果結果

RESUME NOまたは

RESUME句なし

INSERT 表が空のときのみデータがロードされ
ます。その他の場合には、エラーが通
知されます。

RESUME YES APPEND 表内に既存のデータがある場合、これ
に新しいデータが付加されます。

RESUME NO REPLACE REPLACE 表内に既存のデータがある場合、これ
と新しいデータが置き換えられます。
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制限事項
LOG 文文文文
DB2 との互換性を保つために用意されています。SQL*Loader ではこの文の解析は行われま
すが、無視されます（この LOGオプションは、SQL*Loader が書き込むログ・ファイルとは
関係がありません）。DB2 ではエラー・リカバリのためにログ・ファイルが使用されますが、
必ずログが記録されるわけではありません。

SQL*Loader では、Oracle の自動ログ機能が利用されるため、ウォーム・スタート・オプ
ションの設定によっては使用できない場合もあります。

[ LOG { YES | NO } ]

WORKDDN 文文文文
DB2 との互換性を保つために用意されています。SQL*Loader ではこの文の解析は行われま
すが、無視されます。DB2 では、この文は、ソート用の一時ファイルの指定に使用されま
す。

[ WORKDDN filename ]

SORTDEVT 文および文および文および文および SORTNUM 文文文文
SORTDEVT文および SORTNUM文は、DB2 との互換性を保つために用意されています。これ
らの文は、SQL*Loader によって解析はされますが、無視されます。DB2 では、これらの文
は、ソート用の一時データ・セットの番号と型の指定のために使用されます。

[ SORTDEVT device_type ]
[ SORTNUM n ]

DISCARD の指定の指定の指定の指定
複数のファイルを処理する場合は、DISCARD 句（DISCARDDNおよび DISCARDS）を制御
ファイル内の別の位置、つまりデータ・ファイル指定の直後に置く必要があります。ただ
し、DB2 互換のファイルを 1 つのみロードする場合は、これらの句は元の位置（RESUME句
と RECLEN句の間）に置くことができます。なお、DB2 ロード・ユーティリティでは、
DISCARDSオプションが 0（ゼロ）の場合は廃棄レコード件数の 大値が設定されていない
ことを意味します。一方 SQL*Loader では、このオプションが 0（ゼロ）の場合、レコード
が 1 件廃棄されると処理が停止します。

制限事項制限事項制限事項制限事項
DB2 ローダーの機能の中には、SQL*Loader には提供されていないものもあります。たとえ
ば、SQL*Loader では、SQL/DS ファイルおよび DB2 UNLOADファイルからはデータはロー
ドされません。SQL*Loader では、次の項に示す DB2 ロード・ユーティリティ・コマンドが
検出されると、エラーが通知されます。
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制限事項
FORMAT 文文文文
SQL*Loader でロードする場合は、制御ファイルに DB2 の FORMAT文を指定しないでくださ
い。DB2 ローダーでは、DB2 UNLOAD形式、SQL/DS 形式および DB2 ロード・ユーティリ
ティ形式のファイルがロードされます。SQL*Loader ではこれらの形式はサポートされてい
ません。FORMAT文がコマンド・ファイル内に指定されていると、SQL*Loader での処理が
停止し、エラーが通知されます（IBM ではこれらのファイルの形式が情報として記録されな
いため、SQL*Loader ではファイルの読込みができません）。

FORMAT { UNLOAD | SQL/DS }

PART 文文文文
PART文は DB2 との互換性を保つために用意されています。Oracle には、DB2 のパーティ
ション表に対応する概念はありません。

DB2 のパーティション表をロードする場合でも、SQL*Loader では、表全体が読み込まれま
す。このとき、警告メッセージにより、パーティション表はサポートされていないため表全
体がロードされたことが示されます。

[ PART n ]

SQL/DS オプションオプションオプションオプション
オプションの SQL/DS=tablenameは、WHEN句では指定できません。これは、SQL*Loader
では SQL/DS内部形式がサポートされていないためです。WHEN 句を含む文に SQL/DSオ
プションが指定されていると、SQL*Loader での処理が停止し、エラーが通知されます。

DBCS GRAPHIC 型文字列型文字列型文字列型文字列
Oracle データベース・サーバーでは、ダブルバイト・キャラクタ・セット（DBCS）はサ
ポートされていないため、GRAPHIC データ型の文字列（G'**'の形式）は指定できませ
ん。
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DB2 と互換性のある文を含む SQL*Loader の構文
DB2 と互換性のある文を含むと互換性のある文を含むと互換性のある文を含むと互換性のある文を含む SQL*Loader の構文の構文の構文の構文
次に示す SQL*Loader の構文では、DB2 と互換性のある文を太字で示します。

OPTIONS (options)
{ LOAD | CONTINUE_LOAD } [DATA]
[ CHARACTERSET character_set_name ]
[ { INFILE | INDDN } { filename | * } ]
[ "OS-dependent file processing options string" ]
[ { BADFILE | BADDN } filename ]
[ { DISCARDFILE | DISCARDDN } filename ]
[ { DISCARDS | DISCARDMAX } n ] ] 
[ { INFILE | INDDN } ] ...
[ APPEND | REPLACE | INSERT | 
RESUME [(] { YES | NO [REPLACE] } [)]  ]
[ LOG { YES | NO } ] 
[ WORKDDN filename ]
[ SORTDEVT device_type ]
[ SORTNUM n ]
[ { CONCATENATE [(] n [)] |
CONTINUEIF { [ THIS | NEXT ]
[(] ( start [ { : | - } end ] ) | LAST }
operator  { 'char_str' | X'hex_str' } [)] } ] 
[ PRESERVE BLANKS ]
INTO TABLE tablename
[ CHARACTERSET character_set_name ]
[ SORTED [ INDEXES ] ( index_name [ ,index_name... ] ) ]
[ PART n ]
[ APPEND | REPLACE | INSERT | 
RESUME [(] { YES | NO [REPLACE] } [)] ] 
[ REENABLE [DISABLED_CONSTRAINTS] [EXCEPTIONS table_name] ]
[ WHEN field_condition [ AND field_condition ... ] ]
[ FIELDS  [ delimiter_spec ] ]
[ TRAILING [ NULLCOLS ] ]
[ SKIP n ]
(.column_name
{ [ RECNUM
| SYSDATE | CONSTANT value
| SEQUENCE ( { n | MAX | COUNT } [ , increment ] )
| [[ POSITION ( { start [ {:|-} end ] | * [+n] } ) ]
[ datatype_spec ]
[ NULLIF field_condition ]
[ DEFAULTIF field_condition ]
[ "sql string" ] ] ]  }
[ , column_name ] ...)
[ INTO TABLE ] ... [ BEGINDATA ]
[ BEGINDATA]
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DB2 と互換性のある文を含む SQL*Loader の構文
B-6 Oracle9i データベース・ユーティリティ



バッカス正規形
C

バッカス正規形構文バッカス正規形構文バッカス正規形構文バッカス正規形構文

このマニュアルの各構文図の後には、テキストによる図の説明へのリンクが続きます。テキ
ストによる説明は、表 C-1 に示す記号および表記規則を含む、バッカス正規形（BNF）構文
の単純な変形です。

表表表表 C-1 バッカス正規形構文の記号および表記規則バッカス正規形構文の記号および表記規則バッカス正規形構文の記号および表記規則バッカス正規形構文の記号および表記規則

記号または表記規則記号または表記規則記号または表記規則記号または表記規則 意味意味意味意味

[ ] 大カッコは、任意に選択する 1 つ以上の項目を囲みます。

{ } 中カッコは、2 つ以上の項目を囲み、そのうちの 1 つの項目は必須で

す。

| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の選択項目を区切ります。

... 省略記号は、前述の構文要素を繰り返すことができることを示しま
す。

デリミタ 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号以外のデリミタは、表示さ
れているとおり入力する必要があります。

太字太字太字太字 太字で示されているワードはキーワードです。キーワードは、表示さ
れているとおり入力する必要があります（オペレーティング・システ
ムによっては、キーワードは大文字と小文字が区別されます）。太字
以外のワードは、プレースホルダであり、名前または値を代入する必
要があります。
構文 C-1
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索引索引索引索引
数字数字数字数字

16 進文字列
SQL*Loader，6-31

8 ビット・キャラクタ・セットのサポート，1-55，2-58

A
ANYDATA 型

表モードのインポート時の影響，2-14
APPEND パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，5-38

B
BADDN パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，5-11
BADFILE パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，5-11
BAD パラメータ

SQL*Loader コマンドライン，4-4
BEGINDATA パラメータ

SQL*Loader の制御ファイル，5-10
BFILE データ型，7-22
BFILE 列

インポート，2-62
エクスポート，1-58

BINDSIZE パラメータ

SQL*Loader コマンドライン，4-4，5-44
BLANKS パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，6-31
BUFFER パラメータ

インポート・ユーティリティ，2-19
エクスポート・ユーティリティ，1-18

BYTEINT データ型，6-10

BYTEORDERMARK パラメータ
SQL*Loader ユーティリティ，6-39

BYTEORDER パラメータ
SQL*Loader ユーティリティ，6-37

C
catalog.sql スクリプト

インポートのためのデータベースの準備，2-5
エクスポートのためのデータベースの準備，1-4

catexp.sql スクリプト
インポートのためのデータベースの準備，2-5
エクスポートのためのデータベースの準備，1-4

catldr.sql スクリプト

ダイレクト・パス・ロードの準備，9-10
CHARACTERSET パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，5-20
CHARSET パラメータ

インポート・ユーティリティ，2-19
CHAR データ型

参照
SQL*Loader，6-14

デリミタ付き形式および SQL*Loader，6-24
CHAR 列

バージョン 6 のエクスポート・ファイル，2-73
CHECK 制約

使用禁止の変更，9-25
CLOB

例，10-39
COLUMNARRAYROWS パラメータ

SQL*Loader コマンドライン，4-4
COMMIT パラメータ

インポート・ユーティリティ，2-20
COMPILE パラメータ

インポート・ユーティリティ，2-20
索引索引索引索引 -1



COMPRESS パラメータ
エクスポート・ユーティリティ，1-18

CONCATENATE パラメータ
SQL*Loader ユーティリティ，5-26

CONSISTENT パラメータ
エクスポート・ユーティリティ，1-19

ネストした表，1-19
パーティション表，1-19

CONSTANT パラメータ
SQL*Loader，6-53

CONSTRAINTS パラメータ
インポート・ユーティリティ，2-21
エクスポート・ユーティリティ，1-21

CONTINUEIF パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，5-26
例，10-15

CONTROL パラメータ
SQL*Loader コマンドライン，4-5

CREATE SESSION 権限
インポート・ユーティリティ，2-6
エクスポート・ユーティリティ，1-5

CREATE USER コマンド

インポート・ユーティリティ，2-73

D
DATAFILES パラメータ

インポート・ユーティリティ，2-21
DATA パラメータ

SQL*Loader コマンドライン，4-5
DATE_CACHE パラメータ

SQL*Loader ユーティリティ，4-5
DATE データ型

SQL*Loader，6-16
デリミタ付き形式および SQL*Loader，6-24
長さの決定，6-28
マスク

SQL*Loader，6-28
DB2 の FORMAT 文

SQL*Loader では使用不可，B-4
DB2 の PART 文

SQL*Loader では使用不可，B-4
DB2 ロード・ユーティリティ

RESUME パラメータ，5-32
SQL*Loader 機能の制限，B-3
SQL*Loader の互換性

処理されない文，B-2

文の配置
DISCARDDN，B-3
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