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はじめにはじめにはじめにはじめに

このガイドは、『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス リリース
4.0.8.2』を、Oracle9i Application Server リリース 1.0.2 で使用する際に必要な注意事項を記
載しています。注意事項に続けて、『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファ
レンス リリース 4.0.8.2』が収録されています。

このガイドは、PL/SQL Web Toolkit を使用して PL/SQL アプリケーションを開発する開発
者を対象にしています。

Oracle9i Application Server で使用する際に必要な注意事項で使用する際に必要な注意事項で使用する際に必要な注意事項で使用する際に必要な注意事項
Oracle Application Server（OAS）の PL/SQL Web Toolkit と Oracle9i Application Server

（9iAS）の PL/SQL Web Toolkit は、同等の機能を備えています。

ただし、一部のパッケージ、プロシージャおよびファンクションの機能が異なります。OAS
から 9iAS への変更点は、以下を参照してください。

その他のパッケージ、プロシージャおよびファンクションの使用方法は OAS と同様です。
『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス リリース 4.0.8.2』を参照して
ください。
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Oracle9i Application Server で使用できないパッケージ、プロシージャおよびで使用できないパッケージ、プロシージャおよびで使用できないパッケージ、プロシージャおよびで使用できないパッケージ、プロシージャおよび
ファンクションファンクションファンクションファンクション

次のパッケージ、プロシージャおよびファンクションは、Oracle9i Application Server では
使用できません。同等の機能が提供され、置き換えられています。詳しくは、『Oracle9i 
Application Server PL/SQL ゲートウェイの使用 リリース 1.0.2』を参照してください。

表 1

Oracle9i Application Server で動作の異なるパッケージ、プロシージャおよびで動作の異なるパッケージ、プロシージャおよびで動作の異なるパッケージ、プロシージャおよびで動作の異なるパッケージ、プロシージャおよび
ファンクションファンクションファンクションファンクション

次のパッケージ、プロシージャおよびファンクションは、Oracle9i Application Server では
動作が異なります。詳しくは、『Oracle9i Application Server PL/SQL ゲートウェイの使用 リ
リース 1.0.2』を参照してください。

表 2

ページページページページ
パッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファ
ンクションンクションンクションンクション 備考備考備考備考

1-30

 ページは『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス リリース 4.0.8.2』のペー
ジ番号です。

htp.get_download_files_list プロシー
ジャ

ファイルのアップロードとダウンロー
ドの機能は、仕様が変更になりました。
詳しくは、『Oracle9i Application 
Server PL/SQL ゲートウェイの使用』
を参照してください。

2-1 ～ 2-36 owa_content パッケージのすべてのプ
ロシージャおよびファンクション

ファイルのアップロードとダウンロー
ドの機能は、仕様が変更になりました。

詳しくは、『Oracle9i Application 
Server PL/SQL ゲートウェイの使用』

を参照してください。

7-6 owa_sec.set_authorization プロシー

ジャ

同等の設定を DAD の設定で行なうよ

うになりました。詳しくは、『Oracle9i 
Application Server PL/SQL ゲートウェ

イの使用』を参照してください。

ページページページページ
パッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファ
ンクションンクションンクションンクション 備考備考備考備考

9-11 owa_util.get_cgi_env ファンクション 得られる CGI 環境変数の一部が異なり
ます。9iAS を使用した場合の CGI 環
境変数についての詳細は、『Oracle9i 
Application Server PL/SQL ゲートウェ
イの使用』を参照してください。
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9-20 owa_util.print_cgi_env プロシージャ 得られる CGI 環境変数の一部が異なり
ます。9iAS を使用した場合の CGI 環
境変数についての詳細は、『Oracle9i 
Application Server PL/SQL ゲートウェ

イの使用』を参照してください。

 ページは『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス リリース 4.0.8.2』のペー
ジ番号です。

ページページページページ
パッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファパッケージ、プロシージャおよびファ
ンクションンクションンクションンクション 備考備考備考備考
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htpおよび htfパッケ
1

htpおよびおよびおよびおよび htfパッケージパッケージパッケージパッケージ

htpおよび htf（ハイパー・テキスト・プロシージャ（hypertext procedures）およびハイ
パー・テキストファンクション（hypertext functions））パッケージは、動的Webページの
作成に使用する HTMLタグを生成します。

HTMLタグを生成する各 htpプロシージャには、対応する同じパラメータを持った htfファ
ンクションが存在します。プロシージャとファンクションの違いは、ファンクションはコー
ル元に出力を返すことにより、プロシージャや他のファンクションの中にネストできるとい
う点です。

htfファンクションを調べるには、対応する htpプロシージャのエントリを参照してくださ
い。ファンクションの場合、「実行結果」の見出しの後にある文字列が戻り値です。

HTMLについては次を参照してください。

� http://www.w3.org/pub/WWW/MarkUp/Wilbur/features.html

Webに関する一般的な説明については、次を参照してください。

� http://www.boutell.com/faq

サマリーサマリーサマリーサマリー

HTMLタグ、タグ、タグ、タグ、HEADタグおよびタグおよびタグおよびタグおよび BODYタグタグタグタグ
htp.htmlOpen, htp.htmlClose - <HTML>および </HTML>を生成する。

htp.headOpen, htp.headClose - <HEAD>および </HEAD>を生成する。

htp.bodyOpen, htp.bodyClose - <BODY>および </BODY>を生成する。

コメント・タグコメント・タグコメント・タグコメント・タグ
htp.comment - <!--および -->を生成する。
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サマリー
<HEAD>領域内のタグ領域内のタグ領域内のタグ領域内のタグ
htp.base - <BASE>を生成する。

htp.linkRel - REL属性を持つ <LINK>を生成する。

htp.linkRev - REV属性を持つ <LINK>を生成する。

htp.title - <TITLE>を生成する。

htp.meta - <META>を生成する。

htp.script - <SCRIPT>を生成する。

htp.style - <STYLE>を生成する。

htp.isindex - <ISINDEX>を生成する。

アプレット・タグアプレット・タグアプレット・タグアプレット・タグ
htp.appletopen, htp.appletclose - <APPLET>および </APPLET>を生成する。

htp.param - <PARAM>を生成する。

リスト・タグリスト・タグリスト・タグリスト・タグ
htp.olistOpen, htp.olistClose - <OL>および </OL>を生成する。

htp.ulistOpen, htp.ulistClose - <UL>および </UL>を生成する。

htp.dlistOpen, htp.dlistClose - <DL>および </DL>を生成する。

htp.dlistTerm - <DT>を生成する。

htp.dlistDef - <DD>を生成する。

htp.dirlistOpen, htp.dirlistClose - <DIR>および </DIR>を生成する。

htp.listHeader - <LH>を生成する。

htp.listingOpen, htp.listingClose - <LISTING>および </LISTING>を生成する。

htp.menulistOpen, htp.menulistClose - <MENU>および </MENU>を生成する。

htp.listItem - <LI>を生成する。

フォーム・タグフォーム・タグフォーム・タグフォーム・タグ
htp.formOpen, htp.formClose - <FORM>および </FORM>を生成する。

htp.formCheckbox - <INPUT TYPE=”CHECKBOX”>を生成する。

htp.formHidden - <INPUT TYPE=”HIDDEN”>を生成する。

htp.formImage - <INPUT TYPE=”IMAGE”>を生成する。
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サマリー
htp.formPassword - <INPUT TYPE=”PASSWORD”>を生成する。

htp.formRadio - <INPUT TYPE=”RADIO”>を生成する。

htp.formSelectOpen, htp.formSelectClose - <SELECT>および </SELECT>を生成する。

htp.formSelectOption - <OPTION>を生成する。

htp.formText - <INPUT TYPE=”TEXT”>を生成する。

htp.formTextarea, htp.formTextarea2 - <TEXTAREA>を生成する。

htp.formTextareaOpen, htp.formTextareaOpen2, htp.formTextareaClose - <TEXTAREA>お
よび </TEXTAREA>を生成する。

htp.formReset - <INPUT TYPE=”RESET”>を生成する。

htp.formSubmit - <INPUT TYPE=”SUBMIT”>を生成する。

テーブル・タグテーブル・タグテーブル・タグテーブル・タグ
htp.tableOpen, htp.tableClose - <TABLE>および </TABLE>を生成する。

htp.tableCaption - <CAPTION>を生成する。

htp.tableRowOpen, htp.tableRowClose - <TR>および </TR>を生成する。

htp.tableHeader - <TH>を生成する。

htp.tableData - <TD>を生成する。

htf.format_cell - <TD>を生成する。

IMGタグ、タグ、タグ、タグ、HRタグおよびタグおよびタグおよびタグおよび Aタグタグタグタグ
htp.line, htp.hr - <HR>を生成する。

htp.img, htp.img2 - <IMG>を生成する。

htp.anchor, htp.anchor2 - <A>を生成する。

htp.mapOpen, htp.mapClose - <MAP>および </MAP>を生成する。

パラグラフ・フォーマット・タグパラグラフ・フォーマット・タグパラグラフ・フォーマット・タグパラグラフ・フォーマット・タグ
htp.header - ヘッダー・タグを生成する。（<H1>から <H6>）

htp.para, htp.paragraph - <P>を生成する。

htp.print, htp.prn - 受け渡されたテキストを生成する。

htp.prints, htp.ps - 受け渡されたテキストを生成し、HTMLの特殊文字はエスケープ・シー
ケンスに置き換えられる。

htp.preOpen, htp.preClose - <PRE>および </PRE>を生成する。
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サマリー
htp.blockquoteOpen, htp.blockquoteClose - <BLOCKQUOTE>および </BLOCKQUOTE>を
生成する。

htp.div - <DIV>を生成する。

htp.nl, htp.br - <BR>を生成する。

htp.nobr - <NOBR>を生成する。

htp.wbr - <WBR>を生成する。

htp.plaintext - <PLAINTEXT>を生成する。

htp.address - <ADDRESS>を生成する。

htp.mailto - MAILTO属性を持つ <A>を生成する。

htp.area - <AREA>を生成する。

htp.bgsound - <BGSOUND>を生成する。

キャラクタ・フォーマット・タグキャラクタ・フォーマット・タグキャラクタ・フォーマット・タグキャラクタ・フォーマット・タグ
htp.basefont - <BASEFONT>を生成する。

htp.big - <BIG>を生成する。

htp.bold - <B>を生成する。

htp.center - <CENTER>および </CENTER>を生成する。

htp.centerOpen, htp.centerClose - <CENTER>および </CENTER>を生成する。

htp.cite - <CITE>を生成する。

htp.code - <CODE>を生成する。

htp.dfn - <DFN>を生成する。

htp.get_download_files_list - <EM>を生成する。

htp.fontOpen, htp.fontClose - <FONT>および </FONT>を生成する。

htp.italic - <I>を生成する。

htp.keyboard, htp.kbd - <KBD>および </KBD>を生成する。

htp.s - <S>を生成する。

htp.sample - <SAMP>を生成する。

htp.small - <SMALL>を生成する。

htp.strike - <STRIKE>を生成する。

htp.strong - <STRONG>を生成する。
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サマリー
htp.sub - <SUB>を生成する。

htp.sup - <SUP>を生成する。

htp.teletype - <TT>を生成する。

htp.underline - <U>を生成する。

htp.variable - <VAR>を生成する。

フレーム・タグフレーム・タグフレーム・タグフレーム・タグ
htp.frame - <FRAME>を生成する。

htp.framesetOpen, htp.framesetClose - <FRAMESET>および </FRAMESET>を生成する。

htp.noframesOpen, htp.noframesClose - <NOFRAMES>および </NOFRAMES>を生成す
る。
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htp.address
htp.address

構文構文構文構文
htp.address (

cvalue in varchar2
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.address (cvalue, cnowrap, cclear, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
アドレス、ドキュメントの作成者および署名を指定するための <ADDRESS>タグおよび
</ADDRESS>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cvalue - <ADDRESS>タグと </ADDRESS>タグの間に置く文字列

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに挿入されます

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果 /戻り値戻り値戻り値戻り値
<ADDRESS CLEAR="cclear" NOWRAP cattributes>cvalue</ADDRESS>
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htp.anchor, htp.anchor2
htp.anchor, htp.anchor2

構文構文構文構文
htp.anchor (

curl in varchar2
ctext in varchar2
cname in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.anchor (curl, ctext, cname, cattributes) return varchar2;

htp.anchor2 (
curl in varchar2
ctext in varchar2
cname in varchar2 DEFAULT NULL
ctarget in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.anchor2 (curl, ctext, cname, ctarget, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
ハイパー・テキスト・リンクのリンク元またはリンク先を示す <A>HTMLタグおよび
</A>HTMLタグを生成します。このタグには複数の属性を使用できます。ただし、HREF
または NAMEのどちらかの属性が必須です。HREFはリンク先を指定します。NAMEを使
用すると、このタグはハイパーテキスト・リンクのリンク先になります。

この 2つのプログラムの違いは、htp.anchor2はターゲットを生成することにより、フレー
ムに使用できる点です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
curl - HREF属性の値

ctext - <A>タグと </A>タグの間に置く文字列

cname - NAME属性の値

ctarget - TARGET属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<A HREF="curl" NAME="cname" cattributes>ctext</A>

<A HREF="curl" NAME="cname" TARGET = "ctarget" cattributes>ctext</A>
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htp.appletopen, htp.appletclose
htp.appletopen, htp.appletclose

構文構文構文構文
htp.appletopen(

ccode in varchar2
cheight in number
cwidth in number
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.appletopen(ccode, cheight, cwidth, cattributes) return varchar2;

htp.appletclose;
htf.appletclose return varchar2;

用途用途用途用途
htp.appletopenは、Javaアプレットの実行を開始する <APPLET>HTMLタグを生成します。ア
プレットの実行は、</APPLET>HTMLタグを生成する htp.appletcloseを使用して終了します。

htp.paramプロシージャを使用して、Javaアプレットにパラメータを指定できます。

PL/SQLカートリッジにはクラス・ファイルの検索場所がわからないため、cattributesパラ
メータを使用して CODEBASE属性を指定する必要があります。CODEBASE属性は、クラ
ス・ファイルが含まれる仮想パスを指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ccode - アプレット・クラスの名前を指定する CODE属性の値

cheight - HEIGHT属性の値

cwidth - WIDTH属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<APPLET CODE=ccode HEIGHT=cheight WIDTH=cwidth cattributes>

</APPLET>

例例例例
htp.appletopen('testclass.class', 100, 200, 'CODEBASE="/ows-applets"')

これにより次のタグが生成されます。

<APPLET CODE=”testclass.class” height=100 width=200 CODEBASE=”/ows-applets”>
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htp.area

構文構文構文構文
htp.area(

ccoords in varchar2
cshape in varchar2 DEFAULT NULL
chref in varchar2 DEFAULT NULL
cnohref in varchar2 DEFAULT NULL
ctarget in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.area(ccoords, cshape, chref, cnohref, ctarget, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
クライアント側のイメージ・マップを定義する HTMLタグである <AREA>を生成します。
このタグは、イメージ内の領域とその領域の宛先を定義します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ccoords - COORDS属性の値

cshape - SHAPE属性の値

chref - HREF属性の値

cnohref - このパラメータの値が NULLでない場合、NOHREF属性がタグに追加されます

ctarget - TARGET属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<AREA COORDS="ccoords" SHAPE="cshape" HREF="chref" NOHREF TARGET="ctarget" 
cattributes>
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htp.base
htp.base

構文構文構文構文
htp.base(

ctarget in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.base(ctarget, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
ドキュメントの URLを記録する <BASE> HTMLタグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctarget - TARGET属性の値。これにより、現在のドキュメント内のすべてのリンクの宛先と
なるウィンドウ名が設定されます。

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BASE HREF="<current URL>" TARGET="ctarget" cattributes>
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htp.basefont

構文構文構文構文
htp.basefont(nsize in integer);
htf.basefont(nsize) return varchar2;

用途用途用途用途
Webページの基本フォント・サイズを指定する <BASEFONT> HTMLタグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
nsize - SIZE属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BASEFONT SIZE="nsize">
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htp.bgsound
htp.bgsound

構文構文構文構文
htp.bgsound(

csrc in varchar2
cloop in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.bgsound(csrc, cloop, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
Webページに音声を組み込む <BGSOUND> HTMLタグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
csrc - SRC属性の値

cloop - LOOP属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BGSOUND SRC="csrc" LOOP="cloop" cattributes>
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htp.big
htp.big

構文構文構文構文
htp.big(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.big(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
間に置かれるテキストを大きいフォントで表示するようブラウザに指示する <BIG>タグと
</BIG>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - タグの間に置くテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BIG cattributes>ctext</BIG>
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htp.blockquoteOpen, htp.blockquoteClose
htp.blockquoteOpen, htp.blockquoteClose

構文構文構文構文
htp.blockquoteOpen (

cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.blockquoteOpen (cnowrap, cclear, cattributes) return varchar2;

htp.blockquoteClose;
htf.blockquoteClose return varchar2;

用途用途用途用途
引用として表示するテキストをマークする <BLOCKQUOTE>タグおよび
</BLOCKQUOTE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BLOCKQUOTE CLEAR="cclear" NOWRAP cattributes>

</BLOCKQUOTE>
1-14　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



htp.bodyOpen, htp.bodyClose
htp.bodyOpen, htp.bodyClose

構文構文構文構文
htp.bodyOpen(

cbackground in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.bodyOpen(cbackground, cattributes) return varchar2;

htp.bodyClose;
htf.bodyClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLドキュメントのボディ・セクションを定義する <BODY>タグおよび </BODY>タグ
を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cbackground - ドキュメントのバックグラウンドに使用するグラフィック ・ファイルを指定
する BACKGROUND属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BODY background="cbackground" cattributes>

</BODY>

例例例例
htp.bodyOpen('/img/background.gif');
これにより次のタグが生成されます。

<BODY background="/img/background.gif">
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htp.bold
htp.bold

構文構文構文構文
htp.bold (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.bold (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストを太字で表示するようブラウザに指示する <B>タグおよび </B>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - タグの間に置くテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<B cattributes>ctext</B>
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htp.center
htp.center

構文構文構文構文
htp.center(ctext in varchar2);
htf.center(ctext in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
Webページ内でテキストのセクションを中央揃えにする <CENTER>タグおよび
</CENTER>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 中央揃えにするテキスト

実行結果実行結果実行結果実行結果
<CENTER>ctext</CENTER>
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htp.centerOpen, htp.centerClose
htp.centerOpen, htp.centerClose

構文構文構文構文
htp.centerOpen;
htf.centerOpen return varchar2;

htp.centerClose;
htf.centerClose return varchar2;

用途用途用途用途
中央揃えにするテキスト・セクションを定義する <CENTER>タグおよび </CENTER>タグ
を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<CENTER>

</CENTER>
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htp.cite
htp.cite

構文構文構文構文
htp.cite (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.cite (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストを引用として表示するようブラウザに指示する <CITE>タグおよび </CITE>タグ
を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 引用として表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<CITE cattributes>ctext</CITE>
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htp.code
htp.code

構文構文構文構文
htp.code (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.code (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストをクーリエ・フォントで表示するようブラウザに指示する、<CODE>タグと
</CODE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - コードとして表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<CODE cattributes>ctext</CODE>
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htp.comment
htp.comment

構文構文構文構文
htp.comment (ctext in varchar2);
htf.comment (ctext in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
コメント・タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - コメント

実行結果実行結果実行結果実行結果
<!-- ctext -->
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htp.dfn
htp.dfn

構文構文構文構文
htp.dfn(ctext in varchar2);
htf.dfn(ctext in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストをイタリックで表示するようブラウザに指示する、<DFN>タグと </DFN>タグを
生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - イタリックで表示するテキスト

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DFN>ctext</DFN>
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htp.dirlistOpen, htp.dirlistClose
htp.dirlistOpen, htp.dirlistClose

構文構文構文構文
htp.dirlistOpen;
htf.dirlistOpen return varchar2;

htp.dirlistClose;
htf.dirlistClose return varchar2;

用途用途用途用途
ディレクトリ・リストのセクションを作成する <DIR>タグと </DIR>タグを生成します。
ディレクトリ・リストは最高 20文字までの項目をリストにして表示します。リストの項目
は通常、24文字幅の列に配置されます。リスト項目を定義するためにこのタグを使用した直
後に、<LI>タグまたは htp.listItemを配置する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DIR>

</DIR>
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htp.div
htp.div

構文構文構文構文
htp.div(

calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.div(calign, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
ドキュメントの段組みを作成する <DIV>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
calign - ALIGN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DIV ALIGN="calign" cattributes>
1-24　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



htp.dlistOpen, htp.dlistClose
htp.dlistOpen, htp.dlistClose

構文構文構文構文
htp.dlistOpen (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.dlistOpen (cclear, cattributes) return varchar2;

htp.dlistClose;
htf.dlistClose return varchar2;

用途用途用途用途
定義リストを作成する <DL>タグおよび </DL>タグを生成します。定義リストは用語集に
似ており、用語とその定義が含まれています。用語は htp.dlistTermを使用して挿入され、
定義は htp.dlistDefを使用して挿入されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DL CLEAR="cclear" cattributes>

</DL>
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htp.dlistDef
htp.dlistDef

構文構文構文構文
htp.dlistDef(

ctext in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.dlistDef(ctext, cclear, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
用語の定義の挿入に使用する <DD>タグを生成します。このタグは定義リスト <DL>のコ
ンテキスト内で使用されます。用語は <DT>タグで示され、 定義は <DD>タグで示されま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 用語の定義

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DD CLEAR="cclear" cattributes>ctext
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htp.dlistTerm
htp.dlistTerm

構文構文構文構文
htp.dlistTerm (

ctext in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.dlistTerm (ctext, cclear, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
定義リスト <DL>内の用語を定義する <DT>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 用語

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<DT CLEAR="cclear" cattributes>ctext
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htp.download_file
htp.download_file

構文構文構文構文
htp.download_file(sFileName in varchar2)
htp.download_file(bCompress in boolean DEFAULT FALSE);

用途用途用途用途
データベースにファイルをアップロードした後で、ファイルのダウンロード、データベース
からの削除および属性の読込みと書込みができます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
sFileName - ダウンロードするファイル

bCompress - 圧縮するファイル

戻り値戻り値戻り値戻り値
ダウンロードしたファイル。
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htp.get_download_files_list
htp.get_download_files_list 

構文構文構文構文
htp.get_download_files_list(sFileName out varchar2)
htp.get_download_files_list(bCompress out binary_integer);

用途用途用途用途
データベースにファイルをダウンロードした後で、ファイルを取得する必要があるときに使
用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
sFileName - 取得するファイル

bCompress - 圧縮するファイル

戻り値戻り値戻り値戻り値
ダウンロードしたファイル。
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htp.emphasis, htp.em
htp.emphasis, htp.em

構文構文構文構文
htp.em (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.em (ctext, cattributes) return varchar2;

htp.emphasis (
ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.emphasis (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストを強調表示する <EM>タグと </EM>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 強調表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<EM cattributes>ctext</EM>
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htf.escape_sc
htf.escape_sc

構文構文構文構文
htf.escape_sc(ctext in varchar2) return varchar2;
htp.escape_sc(ctext in varchar2);

用途用途用途用途
HTMLにおいて特殊な意味を持つ文字を、エスケープ・シーケンスに置換します。次の文字
が置換されます。

このサブプログラムのプロシージャ・バージョンは、htp.printsおよび htp.psと同じ処理を
行うことに注意してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 文字の置換を行う文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換された文字列。

置換前置換前置換前置換前 置換後置換後置換後置換後

& &amp;

" &quot;

< &lt;

> &gt;
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htf.escape_url
htf.escape_url

構文構文構文構文
htf.escape_url(p_url in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLとHTTPにおいて特殊な意味を持つ文字を、エスケープ・シーケンスに置換します。
次の文字が置換されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_url - 文字の置換を行う文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換された文字列。

置換前置換前置換前置換前 置換後置換後置換後置換後

& &amp;

" &quot;

< &lt;

> &gt;

% %25
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htp.fontOpen, htp.fontClose
htp.fontOpen, htp.fontClose

構文構文構文構文
htp.fontOpen(

ccolor in varchar2 DEFAULT NULL
cface in varchar2 DEFAULT NULL
csize in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.fontOpen(ccolor, cface, csize, cattributes) return varchar2;

htp.fontClose;
htf.fontClose return varchar2;

用途用途用途用途
指定したフォント属性にテキストのセクションを定義する <FONT>タグと </FONT>タグ
を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ccolor - COLOR属性の値

cface - FACE属性の値

csize - SIZE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<FONT COLOR="ccolor" FACE="cface" SIZE="csize" cattributes>

</FONT>
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htf.format_cell
htf.format_cell

構文構文構文構文
htf.format_cell (

columnValue in varchar2
format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL) return 

varchar2;

用途用途用途用途
htf.tableDataを使用してHTMLテーブル内の列値の書式を設定します。これにより、
HTMLテーブルをより詳細に制御できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
columnValue - HTMLテーブル内で書式設定する必要がある値

format_numbers - 数値を表示する書式。このパラメータの値が NULLではない場合、
numberフィールドは右揃えになり、小数点 2桁まで四捨五入されます。

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TD >columnValue</TD>
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htp.formCheckbox
htp.formCheckbox

構文構文構文構文
htp.formCheckbox (

cname in varchar2
cvalue in varchar2 DEFAULT 'on'
cchecked in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formCheckbox (cname, cvalue, cchecked, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
フォームにチェック・ボックスを挿入する <INPUT TYPE= ”checkbox”>タグを生成します。
チェック・ボックスとは、オン /オフの切替えができるボタンです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cchecked - このパラメータの値が NULLでない場合、CHECKED属性がタグに追加されま
す

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="cname" VALUE="cvalue" CHECKED cattributes>
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htp.formOpen, htp.formClose
htp.formOpen, htp.formClose

構文構文構文構文
htp.formOpen (

curl in varchar2
cmethod in varchar2 DEFAULT 'POST'
ctarget in varchar2 DEFAULT NULL
cenctype in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formOpen (curl, cmethod, ctarget, cenctype, cattributes) return 
varchar2;

htp.formClose;
htf.formClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLドキュメントにフォーム・セクションを作成する <FORM>タグと </FORM>タグを
生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
curl - フォームの内容の送信先であるWRBカートリッジまたは CGIスクリプトの URL。こ
のパラメータは必須です。

cmethod - METHOD属性の値。値は "GET"または "POST"のいずれかです。

ctarget - TARGET属性の値

cenctype - ENCTYPE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<FORM ACTION="curl" METHOD="cmethod" TARGET="ctarget" ENCTYPE="cenctype" 
cattributes>

</FORM>
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htp.formFile
htp.formFile

構文構文構文構文
function formFile(

cname in varchar2
caccept in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formFile (cname, caccept, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
フォームの隠しエレメントを挿入する、TYPE= ”hidden”を持つ <INPUT>タグを生成しま
す。このエレメントはユーザーには表示されず、スクリプトに追加の値を送信するために使
用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

caccept - アップロードするMIMEタイプのカンマ区切りのリスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="file" NAME="cname" ACCEPT="caccept" cattributes>
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htp.formHidden
htp.formHidden

構文構文構文構文
htp.formHidden (

cname  in varchar2
cvalue in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formHidden (cname, cvalue, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
フォームの隠しエレメントを挿入する、TYPE= ”hidden”を持つ <INPUT>タグを生成しま
す。このエレメントはユーザーには表示されず、スクリプトに追加の値を送信するために使
用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="hidden" NAME="cname" VALUE="cvalue" cattributes>
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htp.formImage
htp.formImage

構文構文構文構文
htp.formImage (

cname in varchar2
csrc in varchar2
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formImage (cname, csrc, calign, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
ユーザーがクリックするとすぐにフォームの送信を行うイメージ・フィールドを作成する、
TYPE= ”image”を持つ <INPUT>タグを生成します。選択された点の座標はピクセルで測定
され、名前と値のペアが 2つ（フォームの他の内容と一緒に）返されます。x座標は ".x"、y
座標は ".y"が付いたフィールド名の形で送信されます。VALUE属性はすべて無視されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

csrc - イメージ・ファイルを指定する SRC属性の値

calign - ALIGN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="image" NAME="cname" SRC="csrc" ALIGN="calign" cattributes>
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htp.formPassword

構文構文構文構文
htp.formPassword (

cname in varchar2
csize in varchar2
cmaxlength in varchar2 DEFAULT NULL
cvalue in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formPassword (cname, csize, cmaxlength, cvalue, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
単一行のテキスト入力フィールドを作成する、TYPE= ”password”を持つ <INPUT>タグを
生成します。ユーザーがフィールドにテキストを入力すると、文字がアスタリスクで表示さ
れます。これは通常、パスワードの入力に使用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

csize - SIZE属性の値

cmaxlength - MAXLENGTH属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="password" NAME="cname" SIZE="csize" MAXLENGTH="cmaxlength" 
VALUE="cvalue" cattributes>
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htp.formRadio

構文構文構文構文
htp.formRadio (

cname in varchar2
cvalue in varchar2
cchecked in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formRadio (cname, cvalue, cchecked, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLフォーム上にラジオボタンを作成する、TYPE= ”radio”を持つ <INPUT>タグを生成
します。

ユーザーは 1セットのラジオボタンの中から 1つしか選択できません。同じセット内の各ラ
ジオボタンの名前は同じですが、値はボタンごとに別にする必要があります。ラジオボタン
を選択すると、名前と値のペアが生成されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cchecked - このパラメータの値が NULLでない場合、CHECKED属性がタグに追加されま
す

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="radio" NAME="cname" VALUE="cvalue" CHECKED cattributes>
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htp.formReset

構文構文構文構文
htp.formReset (

cvalue in varchar2 DEFAULT 'Reset'
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formReset (cvalue, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
クリックするとすべてのフォーム・フィールドを初期値にリセットするボタンを作成する、
TYPE= ”reset”を持つ <INPUT>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cvalue - VALUE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="reset" VALUE="cvalue" cattributes>
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htp.formSelectOpen, htp.formSelectClose

構文構文構文構文
htp.formSelectOpen (

cname in varchar2
cprompt in varchar2 DEFAULT NULL
nsize in integer DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formSelectOpen (cname, cprompt, nsize, cattributes) return varchar2;

htp.formSelectClose;
htf.formSelectClose return varchar2;

用途用途用途用途
フォームの選択エレメントを作成する <SELECT>タグと </SELECT>タグを生成します。
フォームの選択エレメントはリストボックスで、ユーザーはここから 1つ以上の値を選択で
きます。値は、htp.formSelectOptionを使用して挿入されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cprompt - リストボックスの前に表示する文字列

nsize - SIZE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
cprompt <SELECT NAME="cname" SIZE="nsize" cattributes>

</SELECT>

例例例例
htp.formSelectOpen('greatest_player',

'Pick the greatest player:');
htp.formSelectOption('Messier');
htp.formSelectOption('Howe');
htp.formSelectOption('Gretzky');
htp.formSelectClose;
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htp.formSelectOpen, htp.formSelectClose
これにより次のタグが生成されます。

Pick the greatest player:
 <SELECT NAME=”greatest_player”>
 <OPTION>Messier
 <OPTION>Howe
 <OPTION>Gretzky
</SELECT>
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htp.formSelectOption
htp.formSelectOption

構文構文構文構文
htp.formSelectOption (

cvalue in varchar2
cselected in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formSelectOption (cvalue, cselected, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
選択肢の 1つを表す <OPTION>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cvalue - 選択肢のテキスト

cselected - このパラメータの値が NULLでない場合、SELECTED属性がタグに追加されま
す

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<OPTION SELECTED cattributes>cvalue

例例例例
「htp.formSelectOpen, htp.formSelectClose」を参照。
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htp.formSubmit

構文構文構文構文
htp.formSubmit (

cname in varchar2 DEFAULT NULL
cvalue in varchar2 DEFAULT 'Submit'
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formSubmit (cname, cvalue, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
クリックするとフォームを送信するボタンを作成する、TYPE= ”submit”を持つ <INPUT>
タグを生成します。

ボタンに NAME属性がある場合は、送信データに名前と値のペアが付加されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="submit" NAME="cname" VALUE="cvalue" cattributes>
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htp.formText

構文構文構文構文
htp.formText (

cname in varchar2
csize in varchar2 DEFAULT NULL
cmaxlength in varchar2 DEFAULT NULL
cvalue in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formText (cname, csize, cmaxlength, cvalue, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
単一行のテキスト・フィールドを作成する、TYPE= ”text”を持つ <INPUT>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

csize - SIZE属性の値

cmaxlength - MAXLENGTH属性の値

cvalue - VALUE属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<INPUT TYPE="text" NAME="cname" SIZE="csize" MAXLENGTH="cmaxlength" 
VALUE="cvalue" cattributes>
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htp.formTextarea, htp.formTextarea2

構文構文構文構文
htp.formTextarea (

cname in varchar2
nrows in integer
ncolumns in integer
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formTextarea (cname, nrows, ncolumns, calign, cattributes) return 
varchar2;

htp.formTextarea2 (
cname in varchar2
nrows in integer
ncolumns in integer
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cwrap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formTextarea2 (cname, nrows, ncolumns, calign, cwrap, cattributes) 
return varchar2;

用途用途用途用途
テキスト領域にあらかじめテキストが入っていないテキスト・フィールドを作成する
<TEXTAREA>タグを生成します。このフィールドを使用すると、ユーザーは複数行のテキ
ストを入力できます。

これらのサブプログラムの違いは、htp.formTextarea2にはラップ・スタイルを指定する
cwrapパラメータがある点です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

nrows - ROWS属性の値。これは整数です。

ncolumns - COLS属性の値。これは整数です。

calign - ALIGN属性の値

cwrap - WRAP属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性
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htp.formTextarea, htp.formTextarea2
実行結果実行結果実行結果実行結果
<TEXTAREA NAME="cname" ROWS="nrows" COLS="ncolumns" ALIGN="calign" 
cattributes></TEXTAREA>

<TEXTAREA NAME="cname" ROWS="nrows" COLS="ncolumns" ALIGN="calign" 
WRAP="cwrap" cattributes></TEXTAREA>
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htp.formTextareaOpen, htp.formTextareaOpen2, htp.formTextareaClose
htp.formTextareaOpen, htp.formTextareaOpen2, htp.formTextareaClose

構文構文構文構文
htp.formTextareaOpen (

cname in varchar2
nrows in integer
ncolumns in integer
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formTextareaOpen (cname, nrows, ncolumns, calign, cattributes) 
return varchar2;

htp.formTextareaOpen2(
cname in varchar2
nrows in integer
ncolumns in integer
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cwrap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.formTextareaOpen2(cname, nrows, ncolumns, calign, cwrap, 
cattributes) return varchar2;

htp.formTextareaClose;
htf.formTextareaClose return varchar2;

用途用途用途用途
フォームのテキスト領域を作成する <TEXTAREA>タグと </TEXTAREA>タグを生成します。

2つの TextareaOpenサブプログラムの違いは、htp.formTextarea2にはラップ・スタイルを
指定する cwrapパラメータがある点です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

nrows - ROWS属性の値。これは整数です。

ncolumns - COLS属性の値。これは整数です。

calign - ALIGN属性の値

cwrap - WRAP属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性
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htp.formTextareaOpen, htp.formTextareaOpen2, htp.formTextareaClose
実行結果実行結果実行結果実行結果
<TEXTAREA NAME="cname" ROWS="nrows" COLS="ncolumns" ALIGN="calign" cattributes>

<TEXTAREA NAME="cname" ROWS="nrows" COLS="ncolumns" ALIGN="calign" WRAP = 
"cwrap" cattributes>

</TEXTAREA>
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htp.frame

構文構文構文構文
htp.frame(

csrc in varchar2
cname in varchar2 DEFAULT NULL
cmarginwidth in varchar2 DEFAULT NULL
cmarginheight in varchar2 DEFAULT NULL
cscrolling in varchar2 DEFAULT NULL
cnoresize in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.frame(csrc, cname, cmarginwidth, cmarginheight, cscrolling, 
cnoresize, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
<FRAMESET>タグにより作成されたフレームの特性を定義する <FRAME>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
csrc - フレームに表示する URL

cname - NAME属性の値

cmarginwidth - MARGINWIDTH属性の値

cmarginheight - MARGINHEIGHT属性の値

cscrolling - SCROLLING属性の値

noresize - このパラメータの値が NULLでない場合、NORESIZE属性がタグに追加されます

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<FRAME SRC="csrc" NAME="cname" MARGINWIDTH="cmarginwidth" 
MARGINHEIGHT="cmarginheight" SCROLLING="cscrolling" NORESIZE cattributes>
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htp.framesetOpen, htp.framesetClose
htp.framesetOpen, htp.framesetClose

構文構文構文構文
htp.framesetOpen(

crows in varchar2 DEFAULT NULL
ccols in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.framesetOpen(crows, ccols, cattributes) return varchar2;

htp.framesetClose;
htf.framesetClose return varchar2;

用途用途用途用途
フレームセットのセクションを定義する <FRAMESET>タグと </FRAMESET>タグを生成
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
crows - ROWS属性の値

ccols - COLS属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<FRAMESET ROWS="crows" COLS="ccols" cattributes>

</FRAMESET>
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htp.headOpen, htp.headClose

構文構文構文構文
htp.headOpen;
htf.headOpen return varchar2;

htp.headClose;
htf.headClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLドキュメントのヘッド・セクションを定義する <HEAD>タグと </HEAD>タグを生
成します。

実行結果実行結果実行結果実行結果
<HEAD>

</HEAD>
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htp.header
htp.header

構文構文構文構文
htp.header (

nsize in integer
cheader in varchar2
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.header (nsize, cheader, calign, cnowrap, cclear, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
ヘッダーの開始タグ（<H1>から <H6>）と終了タグ（</H1>から </H6>）を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
nsize - ヘッダー・レベル。これは 1から 6までの整数です。

cheader - ヘッダーに表示するテキスト

calign - ALIGN属性の値

cnowrap - NOWRAP属性の値

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<Hnsize ALIGN="calign" NOWRAP CLEAR="cclear" cattributes>cheader</Hnsize>

例例例例
htp.header (1,'Overview');

これにより、次のタグが生成されます。

<H1>Overview</H1>
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htp.htmlOpen, htp.htmlClose

構文構文構文構文
htp.htmlOpen;
htf.htmlOpen return varchar2;

htp.htmlClose;
htf.htmlClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLドキュメントの開始と終了を定義する <HTML>タグと </HTML>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<HTML>

</HTML>
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htp.img, htp.img2
htp.img, htp.img2

構文構文構文構文
htp.img (

curl in varchar2 DEFAULT NULL
calign in varchar2 DEFAULT NULL
calt in varchar2 DEFAULT NULL
cismap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.img (curl, calign, calt, cismap, cattributes) return varchar2;

htp.img2(
curl in varchar2 DEFAULT NULL
calign in varchar2 DEFAULT NULL
calt in varchar2 DEFAULT NULL
cismap in varchar2 DEFAULT NULL
cusemap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.img2(curl, calign, calt, cismap, cusemap, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
HTMLページにイメージをロードするようブラウザに指示する <IMG>タグを生成します。

これら 2つのサブプログラムの違いは、htp.img2が cusemapパラメータを使用する点です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
curl - SRC属性の値

calign - ALIGN属性の値

calt - ブラウザがイメージをサポートしていない場合に表示される、代替のテキストを指定
する ALT属性の値

cismap - このパラメータの値が NULLでない場合、ISMAP属性がタグに追加されます。
ISMAP属性はそのイメージがイメージ・マップであることを示します。

cusemap - クライアント側のイメージマップを指定する USEMAP属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性
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htp.img, htp.img2
実行結果実行結果実行結果実行結果
<IMG SRC="curl" ALIGN="calign" ALT="calt" ISMAP cattributes>

<IMG SRC="curl" ALIGN="calign" ALT="calt" ISMAP USEMAP="cusemap" cattributes>
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htp.isindex
htp.isindex

構文構文構文構文
htp.isindex (

cprompt in varchar2 DEFAULT NULL
curl in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.isindex (cprompt, curl) return varchar2;

用途用途用途用途
「値を入力してください」などのプロンプト・テキストが付いた単一の入力フィールドを作
成し、その値をページの URLまたはプログラムに送信します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cprompt - PROMPT属性の値

curl - HREF属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<ISINDEX PROMPT="cprompt" HREF="curl”>
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htp.italic

構文構文構文構文
htp.italic (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.italic (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストをイタリックで表示するようブラウザに指示する <I>タグと </I>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - イタリックで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<I cattributes>ctext</I>
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htp.keyboard, htp.kbd
htp.keyboard, htp.kbd

構文構文構文構文
htp.keyboard (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.keyboard (ctext, cattributes) return varchar2;

htp.kbd (
ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.kbd (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
テキストをクーリエ・フォントで表示するようブラウザに指示する <KBD>タグと </KBD>
タグを生成します。この 2つのプログラムは同じタグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - クーリエ・フォントで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<KBD cattributes>ctext</KBD>
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htp.line, htp.hr

構文構文構文構文
htp.line (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
csrc in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.line (cclear, csrc, cattributes) return varchar2;

htp.hr (
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
csrc in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.hr (cclear, csrc, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLドキュメントに行を生成する <HR>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

csrc - カスタム・イメージをその行のソースとして指定する SRC属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<HR CLEAR="cclear" SRC="csrc" cattributes>
1-62　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



htp.linkRel
htp.linkRel

構文構文構文構文
htp.linkRel (

crel in varchar2
curl in varchar2
ctitle in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.linkRel (crel, curl, ctitle) return varchar2;

用途用途用途用途
アンカーからターゲットへのハイパー・テキスト・リンクで表示されるリレーションを示す
REL属性を持つ <LINK>タグを生成します。これは HREF属性が存在する場合にのみ使用
されます。このタグはドキュメント間の関係を示しますが、リンクは作成しません。リンク
を作成するには htp.anchor, htp.anchor2を使用してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
crel - REL属性の値

curl - HREF属性の値

ctitle - TITLE属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<LINK REL="crel" HREF="curl" TITLE="ctitle”>
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htp.linkRev
htp.linkRev

構文構文構文構文
htp.linkRev (

crev in varchar2
curl in varchar2
ctitle in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.linkRev (crev, curl, ctitle) return varchar2;

用途用途用途用途
ターゲットからアンカーへのハイパー・テキスト・リンクで表示されるリレーションを示す
REV属性を持つ <LINK>タグを生成します。これは htp.linkRelの反対です。このタグはド
キュメント間の関係を示しますが、リンクは作成しません。リンクを作成するには
htp.anchor, htp.anchor2を使用してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
crev - REV属性の値

curl - HREF属性の値

ctitle - TITLE属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<LINK REV="crev" HREF="curl" TITLE="ctitle”>
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htp.listHeader
htp.listHeader

構文構文構文構文
htp.listHeader (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.listHeader (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
リストの開始位置を定義する <LH>タグと </LH>タグを生成し ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - <LH>と </LH>の間に置くテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<LH cattributes>ctext</LH>
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htp.listingOpen, htp.listingClose
htp.listingOpen, htp.listingClose

構文構文構文構文
htp.listingOpen;
htf.listingOpen return varchar2;

htp.listingClose;
htf.listingClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLページのボディ内の固定幅テキストのセクションを定義する <LISTING>タグと
</LISTING>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<LISTING>

</LISTING>
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htp.listItem
htp.listItem

構文構文構文構文
htp.listItem (

ctext in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cdingbat in varchar2 DEFAULT NULL
csrc in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.listItem (ctext, cclear, cdingbat, csrc, cattributes) return 
varchar2;

用途用途用途用途
リスト項目を示す <LI>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - リスト項目のテキスト

cclear - CLEAR属性の値

cdingbat - DINGBAT属性の値

csrc - SRC属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<LI CLEAR="cclear" DINGBAT="cdingbat" SRC="csrc" cattributes>ctext
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htp.mailto
htp.mailto

構文構文構文構文
htp.mailto (

caddress  in varchar2
ctext in varchar2
cname in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.mailto (caddress, ctext, cname, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
メール・アドレス引数の前に ‘mailto’が追加された HREF付きの <A>タグと </A>タグを生
成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
caddress - 宛先の電子メール・アドレス

ctext - クリックできるリンク部分

cname - NAME属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<A HREF="mailto:caddress" NAME="cname" cattributes>ctext</A>

例例例例
htp.mailto('pres@white_house.gov','Send Email to the President');

これにより次のタグが生成されます。

<A HREF=”mailto:pres@white_house.gov”>Send Email to the President</A>
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htp.mapOpen, htp.mapClose
htp.mapOpen, htp.mapClose

構文構文構文構文
htp.mapOpen(

cname in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.mapOpen(cname, cattributes) return varchar2;

htp.mapClose;
htf.mapClose return varchar2;

用途用途用途用途
クライアント側のイメージ・マップ内の 1セットの領域をマークする <MAP>タグと
</MAP>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<MAP NAME="cname" cattributes>

</MAP>
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htp.menulistOpen, htp.menulistClose
htp.menulistOpen, htp.menulistClose

構文構文構文構文
htp.menulistOpen;
htf.menulistOpen return varchar2;

htp.menulistClose;
htf.menulistClose return varchar2;

用途用途用途用途
1行につき 1項目が表示されるリストを作成する <MENU>タグと </MENU>タグを生成し
ます。このリストの項目は番号なしリストの項目よりもコンパクトに表示されます。
htp.listItemはメニュー・リストのリスト項目を定義します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<MENU>

</MENU>
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htp.meta
htp.meta

構文構文構文構文
htp.meta (

chttp_equiv in varchar2
cname in varchar2
ccontent in varchar2);

htf.meta (chttp_equiv, cname, ccontent) return varchar2;

用途用途用途用途
ドキュメントについてのメタ情報を埋め込み、HTTPヘッダーの値の指定ができる <META>
タグを生成します。たとえば、有効期限、キーワードおよび作成者名などを指定できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
chttp_equiv - HTTP-EQUIV属性の値

cname - NAME属性の値

ccontent - CONTENT属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<META HTTP-EQUIV="chttp_equiv" NAME ="cname" CONTENT="ccontent”>

例例例例
htp.meta ('Refresh', NULL, 120);

これにより次のタグが生成されます。

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=120>

これにより、Webブラウザによっては現行の URLが 120秒ごとに自動的にリロードされま
す。
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htp.nl, htp.br
htp.nl, htp.br

構文構文構文構文
htp.nl (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.nl (cclear, cattributes) return varchar2;

htp.br (
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.br (cclear, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
新しいテキスト行の開始位置を指定する <BR>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<BR CLEAR="cclear" cattributes>
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htp.nobr
htp.nobr

構文構文構文構文
htp.nobr(ctext in varchar2);
htf.nobr(ctext) return varchar2;

用途用途用途用途
テキスト・セクションで自動改行を無効にする <NOBR>タグと </NOBR>タグを生成しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 1行に表示されるテキスト

実行結果実行結果実行結果実行結果
<NOBR>ctext</NOBR>
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htp.noframesOpen, htp.noframesClose
htp.noframesOpen, htp.noframesClose

構文構文構文構文
htp.noframesOpen
htf.noframesOpen return varchar2;

htp.noframesClose
htf.noframesClose return varchar2;

用途用途用途用途
ノーフレーム・セクションをマークする <NOFRAMES>タグと </NOFRAMES>タグを生
成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<NOFRAMES>

</NOFRAMES>

関連項目関連項目関連項目関連項目
htp.frame, htp.framesetOpen, htp.framesetClose
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htp.olistOpen, htp.olistClose
htp.olistOpen, htp.olistClose

構文構文構文構文
htp.olistOpen (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cwrap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.olistOpen (cclear, cwrap, cattributes) return varchar2;

htp.olistClose;
htf.olistClose return varchar2;

用途用途用途用途
番号付きリストを定義する <OL>タグと </OL>タグを生成します。番号付きリストとは、
項目の先頭に番号が付いたリストです。番号付きの項目は htp.listItemを使用して追加され
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

cwrap - WRAP属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<OL CLEAR="cclear" WRAP="cwrap" cattributes>

</OL>
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htp.para, htp.paragraph
htp.para, htp.paragraph

構文構文構文構文
htp.para;
htf.para return varcahr2;

htp.paragraph (
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.paragraph (calign, cnowrap, cclear, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
このタグに続くテキストが１段落としてフォーマットされることを示す <P>タグを生成しま
す。

htp.paragraphを使用するとタグに属性を追加できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
calign - ALIGN属性の値

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<P>

<P ALIGN="calign" NOWRAP CLEAR="cclear" cattributes>
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htp.param
htp.param

構文構文構文構文
htp.param(

cname in varchar2
cvalue in varchar2);

htf.param(cname, cvalue) return varchar2;

用途用途用途用途
Javaアプレットのパラメータ値を指定する <PARAM>タグを生成します。この値は HTML
変数を参照できます。

Webページから Javaアプレットを実行する場合、実行を開始するには htp.appletopen
を使用します。各名前 /値のペアごとに 1つの htp.paramを使用し、アプレットの実行を終
了するには htp.appletcloseを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - NAME属性の値

cvalue - VALUE属性の値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<PARAM NAME=cname VALUE="cvalue">
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htp.plaintext
htp.plaintext

構文構文構文構文
htp.plaintext(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.plaintext(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
この間に置かれたテキストを固定幅で表示するようブラウザに指示する <PLAINTEXT>タ
グと </PLAINTEXT>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 固定幅フォントで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<PLAINTEXT cattributes>ctext</PLAINTEXT>
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htp.preOpen, htp.preClose
htp.preOpen, htp.preClose

構文構文構文構文
htp.preOpen (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cwidth in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.preOpen (cclear, cwidth, cattributes) return varchar2;

htp.preClose;
htf.preClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLページのボディ内でプリフォーマットされたテキスト・セクションを定義する
<PRE>タグと </PRE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

cwidth - WIDTH属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<PRE CLEAR="cclear" WIDTH="cwidth" cattributes>

</PRE>
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htp.print, htp.prn
htp.print, htp.prn

構文構文構文構文
htp.print (cbuf in varchar2);
htp.print (dbuf in date);
htp.print (nbuf in number);

htp.prn (cbuf in varchar2);
htp.prn (dbuf in date);
htp.prn (nbuf in number);

用途用途用途用途
htp.printは、指定されたパラメータを、¥nの改行文字で終わる文字列として生成しま
す。

¥n文字は <BR>とは異なるので注意してください。¥n文字はHTMLソースのフォーマット
に使用し、ブラウザによる HTMLソースの表示形式には影響しません。ブラウザによる
HTMLソースの表示形式を制御するには <BR>を使用します。

htp.pmは指定されたパラメータを文字列として生成します。htp.printとは異なり、生
成される文字列の終わりには ¥nの改行文字は入りません。

この 2つのプログラムはプロシージャのみで、同名ファンクションはありません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cbuf、dbuf、 nbuf - 生成する文字列

実行結果実行結果実行結果実行結果
htp.print - 改行文字で終わる文字列。

htp.prn - 改行文字で終わらない、指定された文字列。
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htp.prints, htp.ps
htp.prints, htp.ps

構文構文構文構文
htp.prints(ctext in varchar2);
htp.ps(ctext in varchar2);

用途用途用途用途
この 2つのプログラムは文字列を生成し、以下の特殊文字をすべて右側のエスケープ・シー
ケンスに置換します。

置換が行われなかった特殊文字は HTML制御文字として解釈され、誤った出力が生成され
ることがあります。このプロシージャは htp.prnと同じですが、このプロシージャでは文
字が置き換えられます。

この 2つのプログラムはプロシージャのみで、同名ファンクションはありません。文字列変
換ファンクションが必要な場合は、htf.escape_scを使用してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 文字の置換を行う文字列

実行結果実行結果実行結果実行結果
置換された文字列。

置換前置換前置換前置換前 置換後置換後置換後置換後

< &lt;

> &gt;

" &quot;

& &amp;
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htp.s
htp.s

構文構文構文構文
htp.s(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.s(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストに取消し線を入れるようブラウザに指示する <S>タグと </S>タグを生成
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 取消し線を入れるテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<S cattributes>ctext</S>
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htp.sample
htp.sample

構文構文構文構文
htp.sample (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.sample (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストをクーリエ・フォントで表示するようブラウザに指示する <SAMP>タグ
と </SAMP>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - クーリエ・フォントで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SAMP cattributes>ctext</SAMP>
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htp.script
htp.script

構文構文構文構文
htp.script(

cscript in varchar2
clanguage in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.script(cscript, clanguage) return varchar2;

用途用途用途用途
JavaScriptや VBscriptなどの言語で書かれたスクリプトを含む <SCRIPT>タグと
</SCRIPT>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cscript - スクリプトのテキスト。これはスクリプト自体を構成するテキストで、スクリプト
を含むファイルの名前ではありません。

clanguage - スクリプトの作成に使用されている言語。このパラメータが省かれた場合は、
ユーザーのブラウザがスクリプトの言語を判別します。

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SCRIPT LANGUAGE=clanguage>cscript</SCRIPT>

例例例例
htp.script ('Erupting_Volcano', 'Javascript');

これにより次のタグが生成されます。

<SCRIPT LANGUAGE=Javascript>"script text here"
</SCRIPT>

これによりタグの間に置かれたスクリプトがブラウザにより実行されます。
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htp.small
htp.small

構文構文構文構文
htp.small(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.small(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストを小さいフォントで表示するようブラウザに指示する <SMALL>タグと
</SMALL>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 小さいフォントで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SMALL cattributes>ctext</SMALL>
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htp.strike
htp.strike

構文構文構文構文
htp.strike(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.strike(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストに取消し線を入れるようブラウザに指示する <STRIKE>タグと
</STRIKE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 取消し線を入れるテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<STRIKE cattributes>ctext</STRIKE>
1-86　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



htp.strong
htp.strong

構文構文構文構文
htp.strong (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.strong (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストを太字で表示するようブラウザに指示する <STRONG>タグと
</STRONG>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 強調表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<STRONG cattributes>ctext</STRONG>
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htp.style
htp.style

構文構文構文構文
htp.style(cstyle in varchar2);
htf.style(cstyle) return varchar2;

用途用途用途用途
Webページにスタイル・シートを挿入する <STYLE>タグと </STYLE>タグを生成します。
スタイル・シートは HTML 3.2の機能です。スタイル・シートの詳細な情報は
http://www.w3.orgを参照してください。

通常、この機能は HTMLバージョン 2.0以下しかサポートしないブラウザでは使用できませ
ん。このようなブラウザの場合、このタグは無視されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cstyle - スタイル情報

実行結果実行結果実行結果実行結果
<STYLE>cstyle</STYLE>
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htp.sub
htp.sub

構文構文構文構文
htp.sub(

ctext in varchar2
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.sub(ctext, calign, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストを下付き文字で表示するようブラウザに指示する <SUB>タグと </SUB>
タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 下付き文字で表示するテキスト

calign - ALIGN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SUB ALIGN="calign" cattributes>ctext</SUB>
htpおよび htfパッケージ 1-89



htp.sup
htp.sup

構文構文構文構文
htp.sup(

ctext in varchar2
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.sup(ctext, calign, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストを上付き文字で表示するようブラウザに指示する <SUP>タグと </SUP>
タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 下付き文字で表示するテキスト

calign - ALIGN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SUP ALIGN="calign" cattributes>ctext</SUP>
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htp.tableCaption
htp.tableCaption

構文構文構文構文
htp.tableCaption (

ccaption in varchar2
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.tableCaption (ccaption, calign, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLテーブルに見出しを入れる <CAPTION> タグと </CAPTION>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ccaption - 見出しのテキスト

calign - ALIGN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<CAPTION ALIGN="calign" cattributes>ccaption</CAPTION>
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htp.tableData

構文構文構文構文
htp.tableData (

cvalue in varchar2 DEFAULT NULL
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cdp in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
crowspan in varchar2 DEFAULT NULL
ccolspan in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.tableData (cvalue, calign, cdp, cnowrap, crowspan, ccolspan, 
cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLテーブルのセルにデータを挿入する <TD>タグと </TD>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cvalue - HTMLテーブルのセルに挿入するデータ

calign - ALIGN属性の値

cdp - DP属性の値

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

crowspan - ROWSPAN属性の値

ccolspan - COLSPAN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TD ALIGN="calign" DP="cdp" ROWSPAN="crowspan" COLSPAN="ccolspan" NOWRAP 
cattributes>cvalue</TD>
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htp.tableHeader

構文構文構文構文
htp.tableHeader (

cvalue in varchar2 DEFAULT NULL
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cdp in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
crowspan in varchar2 DEFAULT NULL
ccolspan in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.tableHeader (cvalue, calign, cdp, cnowrap, crowspan, ccolspan, 
cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLテーブルにヘッダーのセルを挿入する <TH>タグと </TH>タグを生成します。
通常はテキスト行が太字で表示される点以外は、<TH>タグは <TD> タグに似ています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cvalue - HTMLテーブルのセルに挿入するデータ

calign - ALIGN属性の値

cdp - DP属性の値

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

crowspan - ROWSPAN属性の値

ccolspan - COLSPAN属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TH ALIGN="calign" DP="cdp" ROWSPAN="crowspan" COLSPAN="ccolspan" NOWRAP 
cattributes>cvalue</TH>
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htp.tableOpen, htp.tableClose

構文構文構文構文
htp.tableOpen (

cborder in varchar2 DEFAULT NULL
calign in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.tableOpen (cborder, calign, cnowrap, cclear, cattributes) return 
varchar2;

htp.tableClose;
htf.tableClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLテーブルを定義する <TABLE>タグと </TABLE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cborder - BORDER属性の値

calign - ALIGN属性の値

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

cclear - CLEAR属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TABLE "cborder" NOWRAP ALIGN="calign" CLEAR="cclear" cattributes>

</TABLE>
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htp.tableRowOpen, htp.tableRowClose

構文構文構文構文
htp.tableRowOpen (

calign in varchar2 DEFAULT NULL
cvalign in varchar2 DEFAULT NULL
cdp in varchar2 DEFAULT NULL
cnowrap in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.tableRowOpen (calign, cvalign,cdp, cnowrap, cattributes) return 
varchar2;

htp.tableRowClose;
htp.tableRowClose return varchar2;

用途用途用途用途
HTMLテーブルに新しい行を挿入する <TR>タグと </TR>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
calign - ALIGN属性の値

cvalign - VALIGN属性の値

cdp - DP属性の値

cnowrap - このパラメータの値がNULLでない場合、NOWRAP属性がタグに追加されます

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TR ALIGN="calign" VALIGN="cvalign" DP="cdp" NOWRAP catttributes>

</TR>
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htp.teletype

構文構文構文構文
htp.teletype (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.teletype (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストをクーリエなどの等幅でタイプライタのようなフォントで表示するようブ
ラウザに指示する <TT>タグと </TT>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 等幅のタイプライタ・フォントで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TT cattributes>ctext</TT>
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htp.title

構文構文構文構文
htp.title (ctitle in varchar2);
htf.title (ctitle) return varchar2;

用途用途用途用途
ブラウザ・ウィンドウのタイトルバーに表示するテキストを指定する <TITLE>タグと
</TITLE>タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctitle - ブラウザ・ウィンドウのタイトルバーに表示するテキスト

実行結果実行結果実行結果実行結果
<TITLE>ctitle</TITLE>
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htp.ulistOpen, htp.ulistClose

構文構文構文構文
htp.ulistOpen (

cclear in varchar2 DEFAULT NULL
cwrap in varchar2 DEFAULT NULL
cdingbat in varchar2 DEFAULT NULL
csrc in varchar2 DEFAULT NULL
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL

htf.ulistOpen (cclear, cwrap, cdingbat, csrc, cattributes) return 
varchar2;

htp.ulistClose;
htf.ulistClose return varhar2;

用途用途用途用途
番号なしリストを定義する <UL>タグと </UL>タグを生成します。番号なしリストは、各
リスト項目の先頭に黒丸が付くリストです。htp.listItemを使用してリスト項目を追加しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cclear - CLEAR属性の値

cwrap - WRAP属性の値

cdingbat - DINGBAT属性の値

csrc - SRC属性の値

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<UL CLEAR="cclear" WRAP="cwrap" DINGBAT="cdingbat" SRC="csrc" cattributes>

</UL>
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htp.underline

構文構文構文構文
htp.underline(

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.underline(ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストを下線付きで表示するようブラウザに指示する <U>タグと </U>タグを
生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - 下線付きで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<U cattributes>ctext</U>
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htp.variable

構文構文構文構文
htp.variable (

ctext in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL);

htf.variable (ctext, cattributes) return varchar2;

用途用途用途用途
指定したテキストをイタリックで表示するようブラウザに指示する <VAR>タグと </VAR>
タグを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctext - イタリックで表示するテキスト

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

実行結果実行結果実行結果実行結果
<VAR cattributes>ctext</VAR>
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htp.wbr

構文構文構文構文
htp.wbr;
htf.wbr return wbr;

用途用途用途用途
NOBRのテキスト・セクション内にソフト改行を挿入する <WBR>を生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
<WBR>
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owa_contentパッケ
2

owa_contentパッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_contentパッケージを使用してコンテンツ・サービス・リポジトリの問合せを行い、ド
キュメントのプロパティを操作します。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_content.bigstring_arrデータ型 - 属性値の配列をリストする。

owa_content.delete_attributeプロシージャ - ドキュメントの属性を削除する。

owa_content.delete_documentプロシージャ - 複数のドキュメントを削除する。

owa_content.delete_documentsプロシージャ - ドキュメントを削除する。

owa_content.document_existsファンクション - ドキュメントの存在を検証する。

owa_content.get_attributeプロシージャ - 属性情報を取り出す。

owa_content.get_attributesファンクション - 複数の属性情報を取り出す。

owa_content.get_authorファンクション - ドキュメントの作成者を取り出す。

owa_content.get_char_setファンクション - キャラクタ・セットを取り出す。

owa_content.get_content_typeファンクション - ドキュメントのコンテンツ・タイプを取り
出す。

owa_content.get_descriptionファンクション - ドキュメントの説明を取り出す。

owa_content.get_encodingファンクション  - ドキュメントのエンコーディングを取り出す。

owa_content.get_expirationファンクション - ドキュメントの有効期限を取り出す。

owa_content.get_languageファンクション - 言語を取り出す。

owa_content.get_lengthファンクション - ドキュメントの長さを取り出す。

owa_content.get_titleファンクション - ドキュメントのタイトルを取り出す。
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サマリー
owa_content.list_attributesプロシージャ - ドキュメントの属性をリストする。

owa_content.list_documentsファンクション - ドキュメントのフルネームをリストする。

owa_content.list_system_attributesプロシージャ - システム属性をリストする。

owa_content.list_user_attributesプロシージャ - ユーザー属性をリストする。

owa_content.number_arrデータ型 - 属性タイプをリストする。

owa_content.rename_documentプロシージャ - ドキュメントの名前を変更する。

owa_content.set_attributeプロシージャ - 属性を設定する。

owa_content.set_authorプロシージャ - ドキュメントの作成者を設定する。

owa_content.set_char_setプロシージャ - 文字を設定する。

owa_content.set_content_typeプロシージャ - ドキュメントのコンテンツ・タイプを設定す
る。

owa_content.set_descriptionプロシージャ - ドキュメントの説明を設定する。

owa_content.set_encodingプロシージャ - ドキュメントのエンコーディングを設定する。

owa_content.set_expirationプロシージャ - ドキュメントの有効期限を設定する。

owa_content.set_languageプロシージャ - 言語を設定する。

owa_content.set_titleプロシージャ - ドキュメントのタイトルを設定する。

owa_content.string_arrデータ型 - ドキュメント名および属性名をリストする。
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owa_content.bigstring_arrデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type bigstring_arr is table of varchar2 (2000) index by binary_integer;

用途用途用途用途
このデータ型を使用して、属性の値の配列リストを取得します。
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owa_content.delete_attributeプロシージャ
owa_content.delete_attributeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.delete_attribute(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのユーザー定義の属性を削除します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_content.get_attributeプロシージャ」、「owa_content.set_attributeプロシージャ」
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owa_content.delete_documentプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.delete_document(doc_fullname in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントを削除します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.delete_documentsプロシージャ
owa_content.delete_documentsプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.delete_documents(doc_fullname_list in string_arr);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、doc_fullnameリストに入っているドキュメントを削除しま
す。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname_list - フルネームのドキュメント・リスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ファイルが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
同じエレメントがあると削除処理が停止するため、このプロシージャを開始する前にすべて
のファイルが存在することを確認してください。
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owa_content.document_existsファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.document_exists(doc_fullname in varchar2) return boolean;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、doc_fullname内にドキュメント名が存在するかどうかを確
認します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメントが存在する場合、Trueが返されます。
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owa_content.get_attributeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.get_attribute(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name in varchar2,
attrib_type out number,
attrib_val in out varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、属性情報を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名

attrib_type - 属性タイプ

attrib_val - 属性値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

使用方法使用方法使用方法使用方法
owa_content_get_attributeプロシージャを使用して、次の事前定義済みの属性の情報を取得
できます。

表表表表 2-1  事前定義済みの属性事前定義済みの属性事前定義済みの属性事前定義済みの属性

属性名属性名属性名属性名 属性タイプ属性タイプ属性タイプ属性タイプ 説明説明説明説明

author WRBPT_STRING ドキュメント作成者の名前。

method WRBPT_STRING ドキュメントがデータベースまたは
ファイル・システムに格納されてい
るかどうか判別する。

content_type WRPT_STRING ドキュメントのMIMEタイプとサブ
タイプ。
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owa_content.get_attributeプロシージャ
method_info WRBPT_STRING ファイル・システムに格納されてい
るドキュメントのファイル・システ
ムのパス。データベースに格納され
ているドキュメントの場合、この属
性は NULLです。

creation_date WRBPT_DATE ドキュメントの作成日付。

name WRBPT_STRING ドキュメントの名前。

description WRBPT_STRING ドキュメントの内容を説明する文字
列。この文字列は 2000バイト以下に
する必要があります。

encoding WRBPT_STRING compressまたは gzipなど、ドキュメ
ントに適用するエンコーディング
（存在する場合）。

owner WRBPT_STRING ドキュメント所有者のユーザー ID。

expires WRBPT_DATE ドキュメントの保存期限。

path WRBPT_STRING コンテンツ・リポジトリ内のドキュ
メントのフルパスで、folder属性と
name属性を結合したもの。

folder WRBPT_STRING ドキュメントが含まれるコンテンツ・
リポジトリ・フォルダ。

title WRBPT_STRING ドキュメントの HTMLタイトル
（存在する場合）。

language WRBPT_STRING ドキュメントの言語。

type WRBPT_TYPE ドキュメントのフォーマット。
テキストまたはバイナリ。

表表表表 2-1  事前定義済みの属性事前定義済みの属性事前定義済みの属性事前定義済みの属性

属性名属性名属性名属性名 属性タイプ属性タイプ属性タイプ属性タイプ 説明説明説明説明
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owa_content.get_attributesファンクション
owa_content.get_attributesファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_attributes(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name out string_arr,
attrib_type out number_arr,
attrib_val out bigstring_arr)

return number;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントのすべての属性に関する情報を取得します。
事前定義済みの属性は、出力表ではユーザー定義属性になります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名

attrib_type - 属性タイプ

attrib_val - 属性値

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の数が返されます。ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外
が発生します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_content.get_attributeプロシージャ」、「owa_content.set_attributeプロシージャ」
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owa_content.get_authorファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_author(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントの作成者を取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメント作成者の値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、
NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
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owa_content.get_char_setファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.char_set(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントのキャラクタ・セットを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
キャラクタ・セットの値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、
NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
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owa_content.get_content_typeファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_content_type(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファクションを使用して、ドキュメントのコンテンツ・タイプを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
コンテンツ・タイプの値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、
NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
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owa_content.get_descriptionファンクション
owa_content.get_descriptionファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_description(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントの説明を取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
説明の値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外
が発生します。
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owa_content.get_encodingファンクション
owa_content.get_encodingファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_encoding(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントのエンコーディング情報を取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
エンコーディング値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUND
という例外が発生します。
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owa_content.get_expirationファンクション
owa_content.get_expirationファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_expiration(doc_fullname in varchar2) return date;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントの有効期限を取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
有効期限の値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという
例外が発生します。
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owa_content.get_languageファンクション
owa_content.get_languageファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_language(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントの言語を取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
言語の値が返されます。ドキュメントが存在しない場合、 NO_DATA_FOUNDという例外が
発生します。
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owa_content.get_lengthファンクション
owa_content.get_lengthファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_length(doc_fullname in varchar2) return number;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントの長さを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメントのサイズが返されます。ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUND
という例外が発生します。
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owa_content.get_titleファンクション
owa_content.get_titleファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.get_title(doc_fullname in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントのタイトルを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメントのタイトルが返されます。ドキュメントが存在しない場合、
NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
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owa_content.list_attributesプロシージャ
owa_content.list_attributesプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.list_attributes(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name out string_arr);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの属性名をすべてリストします。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_content.get_attributeプロシージャ」、「owa_content.set_attributeプロシージャ」
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owa_content.list_documentsファンクション
owa_content.list_documentsファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_content.list_documents(

doc_list out string_arr)
return binary_integer;

用途用途用途用途
このファンクションを使用して、ドキュメントのリストを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_list - ドキュメント名

戻り値戻り値戻り値戻り値
doc_list内のドキュメントの数が返されます。
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owa_content.list_system_attributesプロシージャ
owa_content.list_system_attributesプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.list_system_attributes(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name out string_arr);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの事前定義済み属性のリストを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名のリスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.list_user_attributesプロシージャ
owa_content.list_user_attributesプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.list_user_attributes(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name out string_arr);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのユーザー定義属性のリストを取得します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名のリスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.number_arrデータ型
owa_content.number_arrデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
number_arr is table of number index by binary_integer;

用途用途用途用途
このデータ型を使用して、属性タイプのリストを取得できます。
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owa_content.rename_documentプロシージャ
owa_content.rename_documentプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.rename_document(

old_fullname in varchar2,
new_fullname in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの名前を変更します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
old_fullname - 元のドキュメント名

new_fullname - 新しいドキュメントのフルネーム

戻り値戻り値戻り値戻り値
old_fullnameが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生します。
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owa_content.set_attributeプロシージャ
owa_content.set_attributeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_attribute(

doc_fullname in varchar2,
attrib_name in varchar2,
attrib_type in number,
attrib_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、属性を設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

attrib_name - 属性名

attrib_type - 属性タイプ

attrib_val - 属性値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。

使用方法使用方法使用方法使用方法
次の読込み専用属性は設定できません : creation_date、last_modified、oid、ownerおよび
path。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_content.get_attributeプロシージャ」
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owa_content.set_authorプロシージャ
owa_content.set_authorプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_author(

doc_fullname in varchar2,
author_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの作成者を設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

author_val - 作成者名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_char_setプロシージャ
owa_content.set_char_setプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_char_set(

doc_fullname in varchar2,
char_set_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのキャラクタ・セットを設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

char_set_val - キャラクタ・セットの値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
2-28　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



owa_content.set_content_typeプロシージャ
owa_content.set_content_typeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_content_type(

doc_fullname in varchar2,
content_type_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのコンテンツ・タイプを設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

content_type_val - キャラクタ・セットの値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_descriptionプロシージャ
owa_content.set_descriptionプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_description(

doc_fullname in varchar2,
desc_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの説明を設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

desc_val - 説明の値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_encodingプロシージャ
owa_content.set_encodingプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_encoding(

doc_fullname in varchar2,
encode_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのエンコーディングを設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

encode_val - エンコーディングの値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_expirationプロシージャ
owa_content.set_expirationプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_expiration(

doc_fullname in varchar2,
expire_val in date);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの有効期限を設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - 有効期限を設定するドキュメントの名前

expire_val - 有効期限

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_languageプロシージャ
owa_content.set_languageプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_language(

doc_fullname in varchar2,
language_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントの言語を設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

language_val - 言語タイプ

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.set_titleプロシージャ
owa_content.set_titleプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_content.set_title(

doc_fullname in varchar2,
title_val in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャを使用して、ドキュメントのタイトルを設定します。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc_fullname - ドキュメント名

title_val - タイトル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。ただし、ドキュメントが存在しない場合、NO_DATA_FOUNDという例外が発生し
ます。
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owa_content.string_arrデータ型
owa_content.string_arrデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
string_arr is table of varchar2 (256) index by binary_integer;

用途用途用途用途
このデータ型を使用して、ドキュメント名および属性名をリストします。
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owa_content.string_arrデータ型
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owa_cookieパッケ
3

owa_cookieパッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_cookieパッケージを使用して、HTTPヘッダー内で Cookieの送信と取出しができま
す。Cookieに関する情報は、次のサイトを参照してください。

� http://home.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html

� http://www.virtual.net/Projects/Cookies/

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_cookie.cookieデータ型 - Cookieの名前 /値のペアを含むデータ型。

owa_cookie.getファンクション - 指定された Cookieの値を取得する。

owa_cookie.get_allプロシージャ - Cookieの名前 /値のペアをすべて取得する。

owa_cookie.removeプロシージャ - 指定された Cookieを削除する。

owa_cookie.sendプロシージャ - HTTPヘッダー内に "Set-Cookie"行を生成する。

注意注意注意注意 : HTTPヘッダーはすべて英語で記述する必要があります。データ
ベースからヘッダーを生成する場合は、ヘッダーが英語で作成されている
ことを確認してください。
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owa_cookie.cookieデータ型
owa_cookie.cookieデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type cookie is RECORD (

name varchar2(4000),
vals vc_arr,
num_vals integer);

説明説明説明説明
HTTP標準では、Cookie名をオーバーロード（同じ名前の Cookieに複数の値を関連付ける
ことができる）が可能です。このデータ型は、指定された Cookie名に関連付けられている
値をすべて格納する PL/SQLレコード型です。

vc_arrデータ型は、table of varchar2(4000) index by binary_integerです。
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owa_cookie.getファンクション
owa_cookie.getファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_cookie.get(name in varchar2) return cookie;

用途用途用途用途
このファンクションは指定された Cookieに関連付けられている値を返します。
値は owa_cookie.cookieデータ型で返されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Cookie名

戻り値戻り値戻り値戻り値
owa_cookie.cookieデータ型
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owa_cookie.get_allプロシージャ
owa_cookie.get_allプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_cookie.get_all(

names out vc_arr,
vals out vc_arr,
num_vals out integer);

用途用途用途用途
このプロシージャはクライアントのブラウザのすべての Cookie名とその値を返します。
値はブラウザから送信された順序で表示されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
names - Cookie名

vals - Cookieの値

num_vals - Cookie名と値のペアの数

実行結果実行結果実行結果実行結果
受信した順序での名前と値の配列およびそのペアの件数
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owa_cookie.removeプロシージャ
owa_cookie.removeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_cookie.remove(

name in varchar2,
val in varchar2,
path in varchar2 DEFAULT NULL);

用途用途用途用途
このプロシージャは、HTTPヘッダーの Set-Cookie行の "expires"フィールドを "01-Jan-
1990"に設定することにより、Cookieを強制的に期限切れにします。このプロシージャは
HTTPヘッダー内からコールされる必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 期限切れにする Cookie名

value - Cookieの値

path - 現在は使用不可

実行結果実行結果実行結果実行結果
Set-Cookie: <name>=<value> expires=01-JAN-1990
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owa_cookie.sendプロシージャ
owa_cookie.sendプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_cookie.send(

name in varchar2,
value in varchar2,
expires in date DEFAULT NULL,
path in varchar2 DEFAULT NULL,
domain in varchar2 DEFAULT NULL,
secure in varchar2 DEFAULT NULL);

用途用途用途用途
このプロシージャは、クライアントに Cookieを送信する Set-Cookie行を生成します。
このプロシージャは HTTPヘッダー内で発生する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Cookie名

value - Cookieの値

expires - Cookieの有効期限

path - pathフィールドの値

domain - ドメイン・フィールドの値

secure - このパラメータの値が NULLでない場合、"secure"フィールドが行に追加されます

実行結果実行結果実行結果実行結果
Set-Cookie: <name>=<value> expires=<expires> path=<path> domain=<domain> secure
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owa_imageパッケ
4

owa_imageパッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_imageパッケージを使用して、クリックされたときに PL/SQLカートリッジを実行す
るイメージ・マップを作成できます。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_image.NULL_POINTパッケージ変数 - X値と Y値が NULLである point型の変数。

owa_image.pointデータ型 - 座標の X値と Y値を含むデータ型。

owa_image.get_xファンクション - point型の X値を取得する。

owa_image.get_yファンクション - point型の Y値を取得する。
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owa_image.NULL_POINTパッケージ変数
owa_image.NULL_POINTパッケージ変数パッケージ変数パッケージ変数パッケージ変数

構文構文構文構文
null_point - package variable

定義定義定義定義
この point型パッケージ変数は、パラメータのデフォルトとして使用されます。この変数
の Xフィールドと Yフィールドは両方とも NULLです。
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owa_image.pointデータ型
owa_image.pointデータ型データ型データ型データ型

構文構文構文構文
point - data type

定義定義定義定義
このデータ型はユーザーがイメージ・マップ上でクリックした場所の x座標と y座標に使用
します。次のように定義されます。

type point is table of varchar2(32767) index by binary_integer.
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owa_image.get_xファンクション
owa_image.get_xファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_image.get_x(p in point) return integer;

用途用途用途用途
このファンクションはユーザーがイメージ・マップ上でクリックした場所の X座標を返しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p - ユーザーがクリックした場所

戻り値戻り値戻り値戻り値
X座標（整数）
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owa_image.get_yファンクション
owa_image.get_yファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_image.get_y(p in point) return integer;

用途用途用途用途
このファンクションはユーザーがイメージ・マップ上でクリックした場所の Y座標を返しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p - ユーザーがクリックした場所

戻り値戻り値戻り値戻り値
Y座標（整数）
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owa_image.get_yファンクション
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owa_opt_lockパッケ
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owa_opt_lockパッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_opt_lockパッケージは、ストアド・プロシージャで使用してユーザーが更新する予定
の行が、一方で他の人に変更されているかどうかを確認できる最適ロック構造をインプリメ
ントしています。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_opt_lock.vcArrayデータ型 - ROWIDが含まれるデータ型。

owa_opt_lock.checksumファンクション - チェックサムの値を返す。

owa_opt_lock.get_rowidファンクション - ROWIDの値を返す。

owa_opt_lock.store_valuesプロシージャ - 後で検証に使用するために、隠しフィールドに変
更前の値を保管する。

owa_opt_lock.verify_valuesファンクション - 保管されている値と変更済みの値を比較して
検証する。
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owa_opt_lock.vcArrayデータ型
owa_opt_lock.vcArrayデータ型データ型データ型データ型

構文構文構文構文
owa_opt_lock.vcArray - data type

定義定義定義定義
このデータ型は ROWIDを保管するための PL/SQL表です。

Type vcArray is table of varchar2(2000) index by binary_integer.

注意注意注意注意 : これは owa_text.vc_arrデータ型とは異なります。
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owa_opt_lock.checksumファンクション
owa_opt_lock.checksumファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_opt_lock.checksum(p_buff in varchar2) return number;
owa_opt_lock.checksum(

p_owner in varchar2
p_tname in varchar2
p_rowid in rowid) return number;

用途用途用途用途
このファンクションは指定された文字列（または表の行）のチェックサムの値を返します。
表の行の場合は、その行にある列の値に基づいてチェックサムの値を計算します。このファ
ンクションには 2つのバージョンがあります。

バージョン 1は指定された文字列をもとにしてチェックサムを返します。これはデータベー
スによって実行され、インターネット 1プロトコルに基づく純粋な 32ビット・チェックサ
ムです。

バージョン 2は表の行をもとにしてチェックサムを返します。これはインターネット 1プロ
トコルに基づく非純粋な 32ビットのチェックサムです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_buff - チェックサムが計算される文字列

p_owner - 表の所有者

p_tname - 表名

p_rowid - p_tname内の、チェックサムの値の計算対象となる行。owa_opt_lock.get_rowid
ファンクションを使用すると vcArray値を処理に適した ROWIDに変換できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
チェックサムの値。
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owa_opt_lock.get_rowidファンクション
owa_opt_lock.get_rowidファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_opt_lock.get_rowid(p_old_values in vcArray) return rowid;

用途用途用途用途
このファンクションは、指定された owa_opt_lock.vcArrayデータ型から ROWIDデータ型
を返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_old_values - このパラメータは、通常、HTMLフォームから渡されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ROWID
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owa_opt_lock.store_valuesプロシージャ
owa_opt_lock.store_valuesプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_opt_lock.store_values(

p_owner in varchar2
p_tname in varchar2
p_rowid in rowid);

用途用途用途用途
このプロシージャは後で更新する行の列の値を保管します。値は HTMLフォームの隠しエ
レメントに保管されます。行を更新する前に保管されている値と現行の行の値を比べ、その
行にある値が変更されていないことを確認します。値が変更されている場合はユーザーにこ
れを通知し、更新を行うかどうか判断を求めます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_owner - 表の所有者

p_tname - 表名

p_rowid - 保管する値の行

実行結果実行結果実行結果実行結果
一連のフォームの隠しエレメント。

� 表の所有者用に、フォームの隠しエレメントが 1つ作成されます。そのエレメントの名
前は "old_p_tname"で、p_tnameは表名です。そのエレメントの値は所有者名です。

� 表名用に、フォームの隠しエレメントが 1つ作成されます。そのエレメントの名前は
"old_p_tname"で、p_tnameは表名です。そのエレメントの値は表名です。

� 行の各列ごとに 1つのエレメントが作成されます。そのエレメントの名前は
"old_p_tname"で、p_tnameは表名です。そのエレメントの値は列の値です。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_opt_lock.verify_valuesファンクション」
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owa_opt_lock.verify_valuesファンクション
owa_opt_lock.verify_valuesファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_opt_lock.verify_values(p_old_values in vcArray) return boolean;

用途用途用途用途
このファンクションは、指定した行の値が最後の問合せ以降変更されたかどうかを確認しま
す。このファンクションは owa_opt_lock.store_valuesプロシージャで使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_old_values - 次の情報が含まれる PL/SQL表

� p_old_values(1)表の所有者を指定します。

� p_old_values(2)表を指定します。

� p_old_values(3)確認する行の ROWIDを指定します。

� その他の索引には表の列の値が含まれます。

通常このパラメータは、以前に owa_opt_lock.store_valuesプロシージャをコールして
フォームの隠しエレメントに行の値を保管した HTMLフォームから渡されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
他に更新が行われていない場合は TRUE、行われている場合は FALSE。

関連項目関連項目関連項目関連項目
「owa_opt_lock.store_valuesプロシージャ」
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owa_patternパッケ
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owa_patternパッケージパッケージパッケージパッケージ

PL/SQL Web Toolkitの owa_patternパッケージを使用して、文字列内のテキスト・パター
ンを検索し、一致した文字列を別の文字列に置き換えることができます。このパッケージに
入っているプログラムでは、正規表現を使用できます。

サマリーサマリーサマリーサマリー
正規表現 - この項では、正規表現の作成に使用できる特殊文字、数量記号およびフラグにつ
いて説明します。

owa_pattern.amatchファンクション - 指定されたパターンが文字列に含まれているかどうか
調べる。

owa_pattern.changeファンクションおよびプロシージャ - 文字列内のパターンを置換する。

owa_pattern.getpatプロシージャ - VARCHAR2データ型から PATTERNデータ型を生成す
る。

owa_pattern.matchファンクション - 指定されたパターンが文字列に含まれているかどうか
調べる。

owa_pattern.patternデータ型 - 正規表現の格納に使用されるデータ型。
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正規表現
正規表現正規表現正規表現正規表現
正規表現は、いろいろなワイルド・カード・トークンおよび数量記号を使用して一致させる
文字列を作成し、指定することによって作成します。

ワイルド・カード・トークンワイルド・カード・トークンワイルド・カード・トークンワイルド・カード・トークン
ワイルド・カード・トークンはトークン以外のものと一致します。

表表表表 6-1  owa_patternパッケージで認識されるワイルド・カード・トークンパッケージで認識されるワイルド・カード・トークンパッケージで認識されるワイルド・カード・トークンパッケージで認識されるワイルド・カード・トークン

トークントークントークントークン 説明説明説明説明

^ 改行またはターゲットの先頭と一致します。

$ 改行またはターゲットの終了と一致します。

¥n 改行と一致します。

. 改行以外のすべての文字と一致します。

¥t タブと一致します。

¥d 数字 [0-9]と一致します。

¥D 数字以外 [0-9以外 ]と一致します。

¥w 文字キャラクタと一致します（0-9、a-z、A-Zまたは _）。

¥W 文字以外のキャラクタと一致します（0-9、a-z、A-Zまたは _以外）。

¥s スペース・キャラクタと一致します（ブランク、タブまたは改行）。

¥S スペース・キャラクタ以外と一致します（ブランク、タブまたは改行以外）。

¥b "ワード "の境界（¥wと ¥Wの間）と一致します。

¥x<HEX> 現行キャラクタ・セットの 2桁の 16進数値と一致します。

¥<OCT> 現行キャラクタ・セットの 2桁または 3桁の 8進数値と一致します。

¥ 前述の文字以外の文字がこの記号の後に置かれると、その文字自身と一致します。

& changeファンクションおよびプロシージャにのみ使用されます。これを使用する
と、正規表現と一致した文字列を置換する文字列に挿入できます。どのように
ターゲットと一致するかではなく、それをどのように変更するかを指定する点で
他のトークンとは異なります。これについては、「changeファンクションおよび
プロシージャ」で詳しく説明しています。
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正規表現
数量記号数量記号数量記号数量記号
&以外のトークンは、次の任意の数量記号を使用して意味を拡張できます。これらの数量記
号はリテラルにも適用できます。
.

フラグフラグフラグフラグ
ターゲットと正規表現に加えて、OWA_PATTERNファンクションおよびプロシージャでは
フラグを使用して解釈方法を変更することができます。

表表表表 6-2  数量記号数量記号数量記号数量記号

数量記号数量記号数量記号数量記号 説明説明説明説明

? 0または 1回

* 0回以上

+ 1回以上

{n} n回

{n,} 少なくとも n回

{n,m} 少なくとも n回で、ただし m回以下

表表表表 6-3  フラグフラグフラグフラグ

フラグフラグフラグフラグ 説明説明説明説明

i 大文字・小文字を区別せずに検索を行います。

g changeファンクションおよびプロシージャにのみ使用されます。「すべ
て置換」を示します。つまり、ターゲット内の正規表現に一致する部分
はすべて置換されます。
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owa_pattern.amatchファンクション
owa_pattern.amatchファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_pattern.amatch(

line in varchar2
from_loc in integer
pat in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

owa_pattern.amatch(
line in varchar2
from_loc in integer
pat in out pattern
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

owa_pattern.amatch(
line in varchar2
from_loc in integer
pat in varchar2
backrefs out owa_text.vc_arr
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

owa_pattern.amatch(
line in varchar2
from_loc in integer
pat in out pattern
backrefs out owa_text.vc_arr
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

用途用途用途用途
このファンクションを使用すると文字列内の特定の場所にパターンがあるかどうかを判断で
きます。このファンクションには 4つのバージョンがあります。

� このファンクションのバージョン 1と 2では、一致したトークンは保存されません
（トークンはバージョン 3と 4の backrefsパラメータに保存されます）。バージョン 1と

2の相違点は patパラメータで、VARCHAR2または PATTERNデータ型が使用されま
す。

� このファンクションのバージョン 3と 4では、一致したトークンが backrefsパラメータに
保存されます。バージョン 3と 4の相違点は patパラメータで、VARCHAR2または
PATTERNデータ型が使用されます。
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owa_pattern.amatchファンクション
パラメータパラメータパラメータパラメータ
line - 検索するテキスト

from_loc - 検索を開始する行内の場所（文字数）

pat - 検索する文字列。正規表現を含めることができます。VARCHAR2または PATTERN
が使用できます。PATTERNの場合、このパラメータの出力値は一致したパターンです。

backrefs - 一致したテキスト。一致した各トークンは owa_text.vc_arrデータ型の PL/SQL表
のセルに入ります。

flags - 検索で大文字・小文字を区別するかどうかを示します。このパラメータの値が "i"の
場合は大文字・小文字の区別はされません。このパラメータの値が "i"でない場合は大文字・
小文字が区別されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
行の初めから数えた、一致したテキストのすぐ後の文字のインデックス。一致するものがな
い場合、ファンクションは 0を返します。

注意注意注意注意 : 複数のオーバーラップする文字列が正規表現と一致する場合、こ
のファンクションは最も長く一致する文字列を採用します。
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owa_pattern.changeファンクションおよびプロシージャ
owa_pattern.changeファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャ

構文構文構文構文
/* function */
owa_pattern.change(

line in out varchar2
from_str in varchar2
to_str in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

/* procedure */
owa_pattern.change(

line in out varchar2
from_str in varchar2
to_str in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL);

/* function */
owa_pattern.change(

mline in out owa_text.multi_line
from_str in varchar2
to_str in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

/* procedure */
owa_pattern.change(

mline in out owa_text.multi_line
from_str in varchar2
to_str in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL);

用途用途用途用途
このファンクションおよびプロシージャは、文字列またはmulti_lineデータ型を対象として
検索および置換を行います。

注意注意注意注意 : 複数のオーバーラップする文字列が正規表現と一致する場合、こ
のファンクションは最も長く一致する文字列を採用します。
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owa_pattern.changeファンクションおよびプロシージャ
パラメータパラメータパラメータパラメータ
line - 検索するテキスト。このパラメータの出力値は変更後の文字列です。

mline - 検索するテキスト。これは owa_text.multi_line データ型です。このパラメータの出
力値は変更後の文字列です。

from_str - 置換する正規表現

to_str - 置換後のパターン

flags - 検索で大文字・小文字区別を行うかどうか、また変更をグローバルに行うかどうかを
示します。このパラメータの値が "i"である場合、検索で大文字・小文字は区別されませ
ん。このパラメータの値が "g"である場合、すべての一致に対して置換が行われます。パラ
メータの値が "g "でない場合は、最初の一致のみが置換されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換を行った件数。

例例例例
次の例では、num_found が 1で、thelineが "what is the idea?"に置換されます。

create or replace procedure test_pattern as
 theline VARCHAR2(256);
num_found integer;
begin
 theline := 'what is the goal?';
num_found := owa_pattern.change(theline, 'goal', 'idea', 'g');
 htp.print(num_found); -- num_found is 1
 htp.print(theline); -- theline is 'what is the idea?'
end;
/
show errors
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owa_pattern.getpatプロシージャ
owa_pattern.getpatプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_pattern.getpat(arg in VARCHAR2, pat in out pattern);

用途用途用途用途
このプロシージャは VARCHAR2文字列を owa_pattern.patternデータ型に変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
arg - 変換する文字列

pat - argで初期化された owa_pattern.patternデータ型

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし
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owa_pattern.matchファンクション
owa_pattern.matchファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_pattern.match(

line in varchar2
pat in varchar2
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;

owa_pattern.match(
line in varchar2
pat in out pattern
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;

owa_pattern.match(
line in varchar2
pat in varchar2
backrefs out owa_text.vc_arr
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;

owa_pattern.match(
line in varchar2
pat in out pattern
backrefs out owa_text.vc_arr
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;

owa_pattern.match(
mline in owa_text.multi_line
pat in varchar2
rlist out owa_text.row_list
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;

owa_pattern.match(
mline in owa_text.multi_line
pat in out pattern
rlist out owa_text.row_list
flags in varchar2 DEFAULT NULL) return boolean;
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owa_pattern.matchファンクション
用途用途用途用途
このファンクションは、指定されたパターンが文字列に含まれているかどうかを判別しま
す。パターンには正規表現を使用することができます。

複数のオーバーラップする文字列が正規表現と一致する場合、このファンクションは最も長
く一致する文字列を採用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
line - 検索するテキスト

mline - 検索するテキスト。これは owa_text.multi_line データ型です。

pat - 一致するパターン。これは VARCHAR2または owa_pattern.patternデータ型です。
PATTERNの場合、このパラメータの出力値は一致したパターンです。

backrefs - 一致したテキスト。一致した各トークンは owa_text.vc_arrデータ型の PL/SQL表
のセルに入ります。

rlist - 一致したテキストのリストが含まれる出力パラメータ

flags - 検索で大文字・小文字を区別するかどうかを示します。このパラメータの値が "i"の
場合は大文字・小文字の区別はされません。このパラメータの値が "i"でない場合は大文字・
小文字が区別されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致が検索された場合は TRUE、検索されない場合は FALSE。

例例例例
次の例は、sometext変数にある任意の大きさの文字列から文字列 "goal"を検索しています。
検索された場合は次のように表示されます。

sometext VARCHAR2(256);
pat VARCHAR2(256);

sometext := 'what is the goal?'
pat := 'goal.*';
if owa.pattern.match(sometext, pat) then

htp.print('Match found');
else

htp.print('Match not found');
end if;
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owa_pattern.patternデータ型
owa_pattern.patternデータ型データ型データ型データ型

構文構文構文構文
owa_pattern.pattern - data type

定義定義定義定義
patternデータ型の利点は、1つの patternデータ型を入力と出力両方のパラメータとして使
用できることです。したがって 1回の解析のみで、同一の正規表現を複数の
OWA_PATTERNファンクション・コールに渡すことができます。
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owa_pattern.patternデータ型
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owa_secパッケ
7

owa_secパッケージパッケージパッケージパッケージ

この章では、PL/SQL Web Toolkitの owa_secパッケージのファンクション、プロシー
ジャおよびデータ型について説明します。

デフォルト値を持つパラメータはオプションです。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_sec.get_client_hostnameファンクション - クライアントのホスト名を返す。

owa_sec.get_client_ipファンクション - クライアントの IPアドレスを返す。

owa_sec.get_passwordファンクション - ユーザーが入力したパスワードを返す。

owa_sec.get_user_idファンクション - ユーザーが入力したユーザー名を返す。

owa_sec.set_authorizationプロシージャ - PL/SQLアプリケーションでカスタム認証を使用
可能にする。

owa_sec.set_protection_realmプロシージャ - ページを入れるレルムを定義する。

注意注意注意注意 : owa_secパッケージのプロシージャおよびファンクションは、カ
スタム認証を使用する場合にのみ使用してください。
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owa_sec.get_client_hostnameファンクション
owa_sec.get_client_hostnameファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_sec.get_client_hostname return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションはクライアントのホスト名を返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ホスト名。
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owa_sec.get_client_ipファンクション
owa_sec.get_client_ipファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_sec.get_client_ip return owa_util.ip_address;

用途用途用途用途
このファンクションはクライアントの IPアドレスを返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
IPアドレス。owa_util.ip_addressデータ型 は、最初の 4つのエレメントに IPアドレスの 4
つの数字が含まれている PL/SQL表です。たとえば、IPアドレスが 123.45.67.89で、
変数 ipaddrが owa_util.ip_addressデータ型の場合、この変数には次の値が含まれます。

ipaddr(1) = 123
ipaddr(2) = 45
ipaddr(3) = 67
ipaddr(4) = 89
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owa_sec.get_passwordファンクション
owa_sec.get_passwordファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_sec.get_password return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションはユーザーがログインに使用したパスワードを返します。

セキュリティの目的で、このファンクションはカスタム認証が使用されている場合のみ
Trueの値を返します。カスタム認証を使用していない場合にこのファンクションをコール
すると、ファンクションは未定義の値を返します。これは、データベースのパスワードを表
示しないためです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
パスワード
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owa_sec.get_user_idファンクション
owa_sec.get_user_idファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_sec.get_user_id return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションはユーザーがログインに使用したユーザー名を返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ユーザー名
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owa_sec.set_authorizationプロシージャ
owa_sec.set_authorizationプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_sec.set_authorization(scheme in integer);

用途用途用途用途
このプロシージャは owa_customパッケージの初期化部分でコールされ、PL/SQLカート
リッジの認証方式を設定します。これにより、独自の authorizeファンクションをインプ
リメントでき、これを使用して、ユーザーからリクエストされたプロシージャが実行される
前にユーザーを認証できます。authorizeファンクションを配置する場所は、選択した認
証方式によって異なります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
scheme - 認証方式。次の方式のいずれかです。

表表表表 7-1  set_authorizationの方式の方式の方式の方式

認証方式認証方式認証方式認証方式 説明説明説明説明

OWA_SEC.NO_CHECK PL/SQLアプリケーションによりカスタム認証が行われな
いよう指定します。これはデフォルトです。

OWA_SEC.GLOBAL すべてのユーザーおよびすべてのプロシージャからコール
される authorizeファンクションを定義できます。
このファンクションは "oas_public"スキーマの
owa_custom.authorizeファンクションです。

OWA_SEC.PER_PACKAGE パッケージ内のプロシージャまたは無名プロシージャが
コールされたときにコールされる、authorizeファンク
ションを定義できます。

プロシージャがパッケージ内にある場合、ユーザーを認証
するために、ユーザーのスキーマの package.authorize
ファンクションがコールされます。プロシージャがパッ
ケージ内にない場合、ユーザーのスキーマ内の無名の
authorizeファンクションがコールされます。
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owa_sec.set_authorizationプロシージャ
カスタムの authorizeファンクションは次のシグネチャを持ちます。

function authorize return boolean;

TRUEが返された場合は、認証が正常に行われたことを示します。FALSEが返された場合
は、認証が失敗したことを示します。

authorizeファンクションが定義されていない場合、 カートリッジはエラーを返して失敗
します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

OWA_SEC.CUSTOM 各ユーザーごとに異なる認証ファンクションをインプリメ
ントできます。ユーザーのスキーマ内の
owa_custom.authorizeファンクションが、ユーザー認証
のためにコールされます。ユーザーのスキーマに
owa_custom.authorizeファンクションがない場合、
PL/SQLカートリッジは "oas_public"スキーマ内でその
ファンクションを検索します。

表表表表 7-1  set_authorizationの方式の方式の方式の方式

認証方式認証方式認証方式認証方式 説明説明説明説明
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owa_sec.set_protection_realmプロシージャ
owa_sec.set_protection_realmプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_sec.set_protection_realm(realm in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャはユーザーに返されるページのレルムを設定します。認証を成功させるに
は、ユーザーはそのレルムにすでに存在するユーザー名を入力してログインする必要があり
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
realm - 表示するページが属するレルム。この文字列はユーザーに表示されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし
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owa_text パッケ
8

owa_text パッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_textパッケージには、文字列処理のプログラムが入っています。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_text.add2multiプロシージャ - 既存のmulti_lineデータ型にテキストを追加する。

owa_text.multi_line データ型 - 大量のテキストの保管に使用されるデータ型。

owa_text.new_row_list - 新しい row_listデータ型を作成する。

owa_text.print_multiプロシージャ - multi_lineデータ型のコンテンツを出力する。

owa_text.print_row_listプロシージャ - row_listデータ型のコンテンツを出力する。

owa_text.row_listデータ型 - 処理するデータの保管に使用されるデータ型。

owa_text.stream2multiプロシージャ - varchar2をmulti_lineデータ型に変換する。

owa_text.vc_arrデータ型 - 大量のテキストの保管に使用されるデータ型。
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owa_text.add2multiプロシージャ
owa_text.add2multiプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_text.add2multi(

stream in varchar2
mline in out multi_line
continue in boolean DEFAULT TRUE);

用途用途用途用途
このプロシージャは既存の owa_text.multi_line データ型にコンテンツを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
stream - 追加するテキスト

mline - owa_text.multi_line データ型。このパラメータの出力値には streamが含まれます。

continue - TRUEの場合は前回の最終行（32K未満の場合）に streamが追加されます。
FALSEの場合は新しい行に streamが入ります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし
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owa_text.multi_line データ型
owa_text.multi_line データ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type multi_line is record (

rows vc_arr,
num_rows integer,
partial_row boolean);

用途用途用途用途
このデータ型は大量のテキストを保管するための PL/SQLレコードです。

owa_text.vc_arrデータ型の rowsフィールドにレコードのテキスト・データが含まれます。
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owa_text.new_row_list
owa_text.new_row_list

構文構文構文構文
/* procedure */
owa_text.new_row_list(rlist out row_list);
/* function */
owa_text.new_row_list return row_list;

用途用途用途用途
このファンクションまたはプロシージャは新しい owa_text.row_listデータ型を作成します。

ファンクション・バージョンはパラメータを使用せず、新規の空の row_listデータ型を返し
ます。

プロシージャ・バージョンは出力パラメータとして row_listデータ型を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
rlist - これは新規の row_listデータ型が含まれる出力パラメータです

戻り値戻り値戻り値戻り値
ファンクションは新規の row_listデータ型を返します。
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owa_text.print_multiプロシージャ
owa_text.print_multiプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_text.print_multi(mline in multi_line);

用途用途用途用途
このプロシージャは htp.print, htp.prnを使用して、owa_text.multi_line データ型の "rows"
フィールドを出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
mline - 出力するmulti_lineデータ型

戻り値戻り値戻り値戻り値
multi_lineの内容
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owa_text.print_row_listプロシージャ
owa_text.print_row_listプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_text.print_row_list(rlist in row_list);

用途用途用途用途
このプロシージャは htp.print, htp.prnを使用して、owa_text.row_listデータ型の "rows"
フィールドを出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
rlist - 出力する row_listデータ型

戻り値戻り値戻り値戻り値
row_listの内容
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owa_text.row_listデータ型
owa_text.row_listデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type row_list is record (

rows int_arr,
num_rows integer);

int_arr is defined as:
type int_arr is table of integer index by binary_integer;
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owa_text.stream2multiプロシージャ
owa_text.stream2multiプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_text.stream2multi(

stream in varchar2
mline out multi_line);

用途用途用途用途
このプロシージャは文字列をmulti_lineデータ型に変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
stream - 変換する文字列

mline - owa_text.multi_line データ型フォーマットの stream

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし
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owa_text.vc_arrデータ型
owa_text.vc_arrデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type vc_arr is table of varchar2(32767) index by binary_integer;

用途用途用途用途
これは owa_text.multi_line データ型のコンポーネントです。
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owa_text.vc_arrデータ型
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owa_utilパッケ
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owa_utilパッケージパッケージパッケージパッケージ

owa_utilパッケージには、CGI環境変数の値の取出し、クライアントに返されたデータの出
力、問合せ結果の HTMLテーブルへの出力などの処理を実行するユーティリティ・プログ
ラムが入っています。

サマリーサマリーサマリーサマリー
owa_util.bind_variablesファンクション - SQLの問合せを準備し、そこに変数をバインドす
る。

owa_util.calendarprintプロシージャ - カレンダを出力する。

owa_util.cellsprintプロシージャ - 問合せの内容を HTMLテーブルに出力する。

owa_util.choose_dateプロシージャ - ユーザーが日付を選択可能な HTMLフォーム・エレメ
ントを生成する。

owa_util.dateTypeデータ型 - 日付情報を保管するデータ型。

owa_util.get_cgi_envファンクション - 指定された CGI環境変数の値を返す。

owa_util.get_owa_service_pathファンクション - カートリッジの完全な仮想パスを返す。

owa_util.get_procedureファンクション - PL/SQLカートリッジから実行されるプロシー
ジャの名前を返す。

owa_util.http_header_closeプロシージャ - HTTPヘッダーを閉じる。

owa_util.ident_arrデータ型

owa_util.ip_addressデータ型

owa_util.listprintプロシージャ - 問合せ結果のデータが入る HTMLフォーム・エレメントを
生成する。

owa_util.mime_headerプロシージャ - HTTPヘッダーに Conten-type行を生成する。

owa_util.print_cgi_envプロシージャ - すべての環境変数とその値のリストを生成する。
ージ 9-1



サマリー
owa_util.redirect_urlプロシージャ - HTTPヘッダーに Location行を生成する。

owa_util.showpageプロシージャ - HTPパッケージおよび HTFパッケージから生成された
ページを SQL*Plusなどで出力する。

owa_util.showsourceプロシージャ - 指定されたプログラムのソースを出力する。

owa_util.signatureプロシージャ - PL/SQL Agentから生成されたページであることを記述す
る行を出力する。

owa_util.status_lineプロシージャ - HTTPヘッダーに Status行を生成する。

owa_util.tablePrintファンクション - データベース表のデータを HTMLテーブルとして出力
する。

owa_util.todateファンクション - dateType型のデータを PL/SQLの標準の日付型に変換す
る。

owa_util.who_called_meプロシージャ - プロシージャのコール元の情報を返す。
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owa_util.bind_variablesファンクション
owa_util.bind_variablesファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.bind_variables(

theQuery in varchar2 DEFAULT NULL
bv1Name in varchar2 DEFAULT NULL
bv1Value in varchar2 DEFAULT NULL
bv2Name in varchar2 DEFAULT NULL
bv2Value in varchar2 DEFAULT NULL
bv3Name in varchar2 DEFAULT NULL
bv3Value in varchar2 DEFAULT NULL

...
bv25Name in varchar2 DEFAULT NULL
bv25Value in varchar2 DEFAULT NULL) return integer;

用途用途用途用途
このファンクションは変数をバインドすることにより SQL問合せを作成し、開いている
カーソルに出力を格納します。通常このファンクションは、動的に生成された問合せを送信
するプロシージャのパラメータとして使用します。25個までバインド変数が指定できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
theQuery - SQL問合せ文。必ず、SELECT文にする必要があります。

bv1Name - 変数名

bv2Value - 変数の値

戻り値戻り値戻り値戻り値
開いているカーソルを示す整数。
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owa_util.calendarprintプロシージャ
owa_util.calendarprintプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.calendarprint(

p_query in varchar2
p_mf_only in varchar2 DEFAULT 'N');

owa_util.calendarprint(
p_cursor in integer
p_mf_only in varchar2 DEFAULT 'N');

用途用途用途用途
このプロシージャは HTMLでカレンダを作成します。カレンダの各日付に任意の数のハイ
パー・テキスト・リンクを持たせることができます。これを実行するには、次のように SQL
問合せを設計します。

� 第 1列は必ず DATEが検索されるようにします。これを使用して、問合せで作成された
情報をプロシージャにより自動的に生成されたカレンダ出力に関連付けます。 

問合せの出力は、ORDER BYを使用してこの列でソートする必要がある点に注意してく
ださい。

� 第 2列にはその日付に対して出力するテキスト（ある場合）が検索されるようにします。

� 第 3列には自動的に生成されるリンクの宛先が検索されるようにします。第 2列の各項
目が、この列で指定された宛先へのハイパー・テキスト・リンクとなります。この列を
省略した場合、第 2列の項目は単なるテキストとなり、リンクにはなりません。

このプロシージャには 2つのバージョンがあります。バージョン 1は VARCHAR2の文字列
に格納されるハードコードされた問合せを使用します。バージョン 2は
owa_util.bind_variablesファンクションを使用して準備される動的な問合せを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_query - PL/SQL問合せ。問合せによって何を返すべきかについては、前述の説明を参照
してください。

p_cursor - p_queryと同じフォーマットを含む PL/SQLカーソル

p_mf_only - これが "N"（デフォルト）の場合、生成されるカレンダには日曜日から土曜日
までが含まれます。これが "N"ではない場合、カレンダには月曜日から金曜日までしか含ま
れません。
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owa_util.calendarprintプロシージャ
実行結果実行結果実行結果実行結果
HTMLテーブル形式の枠付きカレンダ。
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owa_util.cellsprintプロシージャ
owa_util.cellsprintプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.cellsprint(

p_colCnt in integer
p_resultTbl in vc_arr
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL);

owa_util.cellsprint(
p_theQuery in varchar2
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL);

owa_util.cellsprint(
p_theCursor in integer
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL);

owa_util.cellsprint(
p_theQuery in varchar2
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2  DEFAULT NULL
p_skip_rec in numbe DEFAULT 0
p_more_data out boolean);

owa_util.cellsprint(
p_theCursor in integer
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL
p_skip_rec in number DEFAULT 0
p_more_data out boolean);

owa_util.cellsprint(
p_theQuery in varchar2
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL
p_reccnt out number);
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owa_util.cellsprintプロシージャ
owa_util.cellsprint(
p_theCursor in integer
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL
p_reccnt out number);

owa_util.cellsprint(
p_theQuery in varchar2
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL
p_skip_rec in number DEFAULT 0
p_more_data out boolean
p_reccnt out number);

owa_util.cellsprint(
p_theCursor in integer
p_max_rows in number DEFAULT 100
p_format_numbers in varchar2 DEFAULT NULL
p_skip_rec in number DEFAULT 0
p_more_data out boolean
p_reccnt out number);

用途用途用途用途
このプロシージャは、SQL問合せの出力からHTMLテーブルを生成します。SQLのアト
ミック・データ項目は HTMLのセルに、SQLの行は HTMLの行にマップされます。HTML
テーブルの開始および終了を実行するコードを作成する必要があります。

このプロシージャには 9つのバージョンがあります。 

� 最初のバージョンは、問合せ結果を索引表に渡します。そのため、問合せを実行し、
cellsprintを使用して書式設定を行います。SQL問合せの出力から生成する HTMLテー
ブルをより詳細に制御するには、htf.format_cellファンクションを使用します。

� 2番目と 3番目のバージョンは、問合せまたはカーソルにより返された行を（指定され
た最大数まで）表示します。 

� 4番目と 5番目のバージョンは、指定された数の行を HTMLテーブルから除外できます。
また、4番目と 5番目のバージョンを使用して、隠しフォーム・エレメントに最終行を
保存することにより、結果セットをスクロールできます。

� 6番目から 9番目までのバージョンは、行数カウントの出力パラメータを返す点以外、
最初の 4つのバージョンと同じです。
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owa_util.cellsprintプロシージャ
パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_colCnt - 表の列数

p_theQuery - SQLの SELECT文

p_theCursor - カーソル ID。これには owa_util.bind_variablesファンクションからの戻り値
を使用できます。

p_max_rows - 出力する最大行数

p_format_numbers - このパラメータの値が NULLではない場合、numberフィールドは右
揃えになり、小数点 2桁まで四捨五入されます。

p_skip_rec - HTMLテーブルから除外する行数

p_more_data - 問合せまたはカーソルにそれ以上の行がある場合は TRUE、ない場合は
FALSE

p_reccnt - 問合せの結果返された行数。スキップされた行がある場合、この値にはスキップ
された行は含まれません。

p_resultTbl - 問合せ結果が含まれる索引表。問合せの各エントリが、1つの列値に対応しま
す。

実行結果実行結果実行結果実行結果
<tr><td>QueryResultItem</td><td>QueryResultItem</td></tr>
<tr><td>QueryResultItem</td><td>QueryResultItem</td></tr>
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owa_util.choose_dateプロシージャ
owa_util.choose_dateプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.choose_date(

p_name in varchar2,
p_date in date DEFAULT SYSDATE);

用途用途用途用途
このプロシージャは、ユーザーが日、月および年を選択可能な HTMLフォーム・エレメン
トを 3つ生成します。

これらのエレメントからデータを受け取るプロシージャのパラメータは、owa_util.dateType
データ型にする必要があります。owa_util.todateファンクションを使用すると
owa_util.dateTypeデータ型の値を Oracleの標準の DATEデータ型に変換できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_name - フォーム・エレメント名

p_date - HTMLページが表示されたときに選択されている日付の初期値

実行結果実行結果実行結果実行結果
<SELECT NAME="p_name" SIZE="1">
<OPTION value="01">1

...
<OPTION value="31">31
</SELECT>
-
<SELECT NAME="p_name" SIZE="1">
<OPTION value="01">JAN

...
<OPTION value="12">DEC
</SELECT>
-
<SELECT NAME="p_name" SIZE="1">
<OPTION value="1992">1992

...
<OPTION value="2002">2002
</SELECT>
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owa_util.dateTypeデータ型
owa_util.dateTypeデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type dateType is table of varchar2(10) index by binary_integer;

ファンクションファンクションファンクションファンクション
owa_util.todateファンクションは、このデータ型の項目を DATEデータ型に変換しま
す。DATEデータ型はデータベースに日付データとして認識され、正しく処理されるデータ
型です。owa_util.choose_dateプロシージャを使用すると、任意の日付を選択可能な
HTMLフォームを表示することができます。
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owa_util.get_cgi_envファンクション
owa_util.get_cgi_envファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.get_cgi_env(param_name in varchar2) return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションは指定された CGI環境変数の値を返します。WRBは CGI経由では処理
されませんが、PL/SQLカートリッジを含め、多くのWRBカートリッジは、CGI環境変数
を使用できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
param_name - CGI環境変数名。大文字・小文字の区別はありません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された CGI環境変数の値。この変数が定義されていない場合、このファンクションは
NULLを返します。

注意注意注意注意 : PL/SQLカートリッジはQUERY_STRINGの値を解析してストア
ド・プロシージャに渡すパラメータを判別するため、取得できるのは
QUERY_STRING以外のすべての CGI環境変数です。
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owa_util.get_owa_service_pathファンクション
owa_util.get_owa_service_pathファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.get_owa_service_path return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションはリクエストを処理している PL/SQLカートリッジの完全な仮想パスを
返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
リクエストを処理している PL/SQLカートリッジの仮想パス。
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owa_util.get_procedureファンクション
owa_util.get_procedureファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.get_procedure return varchar2;

用途用途用途用途
このファンクションは PL/SQLカートリッジから実行されるプロシージャの名前を返しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
プロシージャ名（プロシージャがパッケージで定義されている場合はパッケージ名を含む）。
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owa_util.http_header_closeプロシージャ
owa_util.http_header_closeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.http_header_close;

用途用途用途用途
このプロシージャは HTTPヘッダーを閉じるための改行文字を生成します。

owa_util.mime_headerプロシージャ、owa_util.redirect_urlプロシージャまたは
owa_util.status_lineプロシージャなどのコールで bclose_headerパラメータを使用することに
より、明示的にヘッダーを閉じていない場合は、このプロシージャを使用してください。
HTTPヘッダーは、htp.printまたは htp.prnコールの前に閉じる必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
HTTPヘッダーを閉じる改行文字。
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owa_util.ident_arrデータ型
owa_util.ident_arrデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type ident_arr is table of varchar2(30) index by binary_integer;
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owa_util.ip_addressデータ型
owa_util.ip_addressデータ型データ型データ型データ型

定義定義定義定義
type ip_address is table of integer index by binary_integer;

用途用途用途用途
このデータ型は owa_sec.get_client_ipファンクションが使用します。
9-16　Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス



owa_util.listprintプロシージャ
owa_util.listprintプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.listprint(

p_theQuery in varchar2
p_cname in varchar2
p_nsize in number
p_multiple in boolean DEFAULT FALSE);

owa_util.listprint(
p_theCursor in integer
p_cname in varchar2
p_nsize in number
p_multiple in boolean DEFAULT FALSE);

用途用途用途用途
このプロシージャは、SQL問合せの出力からHTMLフォーム・エレメントの選択リストを
生成します。SQL問合せの出力の列は次のように処理されます。

� 第 1列は返される値を示します。これらの値は OPTIONタグの VALUE属性に使用され
ます。

� 第 2列はユーザーに表示される値を示します。

� 第 3列はOPTIONタグでその行に SELECTEDとマークされているかどうかを示します。
この値が NULLでない場合、その行は選択されています。

このプロシージャには 2つのバージョンがあります。バージョン 1にはハードコードされる
SQL問合せが含まれ、バージョン 2は owa_util.bind_variablesファンクションを使用して準
備される動的な問合せを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_theQuery - SQL問合せ

p_theCursor - カーソル ID。これには owa_util.bind_variablesファンクションからの戻り値
を使用できます。

p_cname - HTMLフォーム・エレメント名

p_nsize - フォーム・エレメントのサイズ（これにより、ユーザーがスクロールせずに表示で
きる項目数が決まります）

p_multiple - 複数の選択が可能であるかどうかを示します。
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owa_util.listprintプロシージャ
実行結果実行結果実行結果実行結果
<SELECT NAME="p_cname" SIZE="p_nsize">
<OPTION SELECTED 
value=’value_from_the_first_column’>value_from_the_second_column
<OPTION SELECTED 
value=’value_from_the_first_column’>value_from_the_second_column

...
</SELECT>
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owa_util.mime_headerプロシージャ
owa_util.mime_headerプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.mime_header(

ccontent_type in varchar2 DEFAULT 'text/html',
bclose_header in boolean DEFAULT TRUE,
ccharset in varchar2 DEFAULT NULL);

用途用途用途用途
このプロシージャはカートリッジが返すデフォルトのMIMEヘッダーを変更します。

このプロシージャは、カートリッジがデフォルトのMIMEヘッダーを使用しないようにす
るために、htp.printまたは htp.prnコールよりも前に置く必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ccontent_type - 生成するMIMEタイプ

bclose_header - HTTPヘッダーを閉じるかどうかを示します。TRUEの場合は改行が 2つ送
信され、HTTPヘッダーが閉じられます。それ以外の場合は改行が 1つ送信され、HTTP
ヘッダーは開いたままになります。

ccharset - 使用するキャラクタ・セット

実行結果実行結果実行結果実行結果
Content-type:<ccontent_type>; charset=<ccharset>

例例例例
owa_util.mime_header('text/plain', false, 'ISO-8859-4')

これにより次のタグが生成されます。

Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-4¥n
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owa_util.print_cgi_envプロシージャ
owa_util.print_cgi_envプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.print_cgi_env;

用途用途用途用途
このプロシージャは、PL/SQLプロシージャによって使用可能な CGI環境変数とその値をす
べて生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
次の書式のリスト。

cgi_env_var_name = value¥n
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owa_util.redirect_urlプロシージャ
owa_util.redirect_urlプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.redirect_url(

curl in varchar2
bclose_header in boolean DEFAULT TRUE);

用途用途用途用途
このプロシージャはアプリケーション・サーバーが特定の URLに進むように指定します。
URLにより、返されるWebページや実行されるプログラムが指定されます。

このプロシージャは、htpまたは htfプロシージャやファンクション・コールよりも前に置
く必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
curl - 移動先の URL

bclose_header - HTTPヘッダーを閉じるかどうかを示します。TRUEの場合は改行が 2つ送
信され、HTTPヘッダーが閉じられます。FALSEの場合は改行が 1つ送信され、HTTPヘッ
ダーは開いたままになります。

実行結果実行結果実行結果実行結果
Location:<curl>¥n¥n
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owa_util.showpageプロシージャ
owa_util.showpageプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.showpage;

用途用途用途用途
このプロシージャは、SQL*Plus、SQL*DBAまたは Oracle Server Managerに対してプロ
シージャの HTML出力を出力します。このプロシージャは、htpまたは htfパッケージを
使用して HTMLページを生成する必要があります。また、プロシージャがコールされた後、
かつ他の HTPまたは HTFサブプログラムが直接または間接的にコールされる前に、このプ
ロシージャを発行する必要があります。この方法は、静的データで構成されるページの生成
に便利です。

このプロシージャは dbms_outputを使用し、1行につき 225文字および全体のバッファ・
サイズは 1,000,000バイトに制限されています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

実行結果実行結果実行結果実行結果
htpプロシージャの出力は SQL*Plus、 SQL*DBAまたは Oracle Server Managerで表示され
ます。たとえば、次のようになります。

SQL> set serveroutput on
SQL> spool gretzky.html
SQL> execute hockey.pass("Gretzky")
SQL> execute owa_util.showpage
SQL> exit

これにより、Webブラウザからアクセス可能な HTMLページが生成されます。
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owa_util.showsourceプロシージャ
owa_util.showsourceプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.showsource (cname in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャは指定されたプロシージャ、ファンクションおよびパッケージのソースを
出力します。パッケージに属するプロシージャまたはファンクションが指定された場合、そ
のパッケージ全体が表示されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - プロシージャまたはファンクションの名前

実行結果実行結果実行結果実行結果
指定されたプロシージャ、ファンクションまたはパッケージのソース・コード。
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owa_util.signatureプロシージャ
owa_util.signatureプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.signature;
owa_util.signature (cname in varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャは、HTMLドキュメントでシグネチャ行の前に入るHTML行を生成しま
す。パラメータが指定されている場合は、そのプロシージャの PL/SQLソースを表示するた
めのハイパー・テキスト・リンクも生成します。このリンクは owa_util.showsourceプロ
シージャをコールします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
cname - ソースを表示するファンクションまたはプロシージャ

実行結果実行結果実行結果実行結果
パラメータがない場合は、次のような行が生成されます。

This page was produced by the PL/SQL Agent on August 9, 1995 09:30.

パラメータがある場合は、プロシージャが次のようなシグネチャ行を HTMLドキュメント
に生成します。

This page was produced by the PL/SQL Agent on 6/14/95 09:30
View PL/SQL Source
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owa_util.status_lineプロシージャ
owa_util.status_lineプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.status_line(

nstatus in integer,
creason in varchar2 DEFAULT NULL
bclose_header in boolean DEFAULT TRUE);

用途用途用途用途
このプロシージャは HTTP標準のステータス・コードをクライアントに送ります。このプロ
シージャは、ステータス・コードが "コンテンツ・データ "ではなくヘッダーの一部として
返されるように、htp.printまたは htp.prnコールの前に置く必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
nstatus - ステータス・コード

creason - ステータス・コードの文字列

bclose_header - HTTPヘッダーを閉じるかどうかを示します。TRUEの場合は改行が 2つ送
信され、HTTPヘッダーが閉じられます。FALSEの場合は改行が 1つ送信され、HTTPヘッ
ダーは開いたままになります。

実行結果実行結果実行結果実行結果
Status:<nstatus> <creason>¥n¥n
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owa_util.tablePrintファンクション
owa_util.tablePrintファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.tablePrint(

ctable in varchar2
cattributes in varchar2 DEFAULT NULL
ntable_type in integer DEFAULT HTML_TABLE
ccolumns in varchar2 DEFAULT '*'
cclauses in varchar2 DEFAULT NULL
ccol_aliases in varchar2 DEFAULT NULL
nrow_min in number DEFAULT 0
nrow_max in number DEFAULT NULL) return boolean;

用途用途用途用途
このファンクションはデータベース表から、プリフォーマット済みの表または HTMLテー
ブル（ユーザーのブラウザの機能に依存する）を生成します。RAW列はサポートされてい
ますが、LONG RAW列はサポートされていないため注意してください。LONG RAW列を
参照すると、'Not Printable'という結果が表示されます。このファンクションでは、
cattributesは最後ではなく 2番目のパラメータです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ctable - データベース表

cattributes - タグにそのまま埋め込むその他の属性

ntable_type - 表の生成方法。"HTML_TABLE"を指定して、<TABLE>タグを使用して表を生
成するか、または "PRE_TABLE"を指定して、“<PRE> ”タグを使用して表を生成します。

ccolumns - 生成される表に入れる ctableの列のリスト (カンマで区切る）

cclauses - WHERE句または ORDER BY句。これにより、データベース表からどの行を取り
出し、どのような順序で並べるかを指定します。

ccol_aliases - 生成される表のヘッダーのリスト（カンマで区切る）

nrow_min - 取り出された行のうち最初に表示する行

nrow_max - 取り出された行のうち最後に表示する行

実行結果実行結果実行結果実行結果
プリフォーマットされた表または HTMLテーブル。 
リクエストされた nrow_maxを超える行がある場合は TRUE、ない場合は FALSEが返され
ます。
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owa_util.tablePrintファンクション
例例例例
HTMLテーブルをサポートしていないブラウザの場合、次のプロシージャを作成します。

create or replace procedure showemps is 
ignore_more boolean; 
begin 
ignore_more := owa_util.tablePrint('emp', 'BORDER', OWA_UTIL.PRE_TABLE); 
end;

この例のように、http://myhost:8080/ows-bin/hr/plsql/showempsという URLをリクエ
ストすると、次のような表がクライアントに返されます。

<PRE> 
----------------------------------------------------------------- 
| EMPNO |ENAME |JOB |MGR  |HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO | 
----------------------------------------------------------------- 
| 7369| SMITH | CLERK | 7902 | 17-DEC-80 | 800 | | 20 | 
| 7499| ALLEN | SALESMAN| 7698 | 20-FEB-81 | 1600 | 300 | 30 | 
| 7521| WARD | SALESMAN| 7698 | 22-FEB-81 | 1250 | 500 | 30 | 
| 7566| JONES | MANAGER | 7839 | 02-APR-81 | 2975 | | 20 | 
| 7654| MARTIN | SALESMAN| 7698 | 28-SEP-81 | 1250 | 1400| 30 | 
| 7698| BLAKE | MANAGER | 7839 | 01-MAY-81 | 2850 | | 30 | 
| 7782| CLARK | MANAGER | 7839 | 09-JUN-81 | 2450 | | 10 | 
| 7788| SCOTT | ANALYST | 7566 | 09-DEC-82 | 3000 | | 20 | 
| 7839| KING | PRESIDENT | | 17-NOV-81 | 5000 | | 10 | 
| 7844| TURNER | SALESMAN| 7698 | 08-SEP-81 | 1500 | 0 | 30 | 
| 7876| ADAMS | CLERK  | 7788 | 12-JAN-83 | 1100 | | 20 | 
| 7900| JAMES | CLERK | 7698 | 03-DEC-81 | 950 | | 30 | 
| 7902| FORD | ANALYST | 7566 | 03-DEC-81 | 3000 | | 20 | 
| 7934| MILLER | CLERK  | 7782 | 23-JAN-82 | 1300 | | 10 | 
----------------------------------------------------------------- 
</PRE>

第 10課の従業員の従業員 ID、名前および給与のみを表示するには、次のプロシージャを作
成します。

create or replace procedure showemps_10 is 
 ignore_more boolean; 
begin 
 ignore_more := owa_util.tablePrint

('EMP', 'BORDER', OWA_UTIL.PRE_TABLE, 
 'empno, ename, sal', 
 'where deptno=10 order by empno', 
 'Employee Number, Name, Salary'); 
end; 
owa_utilパッケージ 9-27



owa_util.tablePrintファンクション
http://myhost:8080/ows-bin/hr/plsql/showemps_10のような URLのリクエストに対して、
次の表がクライアントに返されます。

<PRE>
------------------------------------- 
| Employee Number |Name| Salary | 
------------------------------------- 
| 7782| CLARK| 2450 | 
| 7839| KING | 5000 | 
| 7934| MILLER | 1300 | 
------------------------------------- 
</PRE>

HTMLテーブルをサポートしているブラウザでHTMLテーブルを使用してこの課の表を表
示する場合は、次のプロシージャを作成します。

create or replace procedure showdept is 
 ignore_more boolean; 
begin 
 ignore_more := owa_util.tablePrint('dept', 'BORDER'); 
end; 

http://myhost:8080/ows-bin/hr/plsql/showdept のような URLのリクエストに対して、次の
結果がクライアントに返されます。

<TABLE BORDER> 
<TR> 
<TH>DEPTNO</TH> 
<TH>DNAME</TH> 
<TH>LOC</TH> 
</TR> 
<TR> 
<TD ALIGN=”LEFT”>10</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>ACCOUNTING</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>NEW YORK</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD ALIGN=”LEFT”>20</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>RESEARCH</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>DALLAS</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD ALIGN=”LEFT”>30</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>SALES</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>CHICAGO</TD> 
</TR> 
<TR> 
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<TD ALIGN=”LEFT”>40</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>OPERATIONS</TD> 
<TD ALIGN=”LEFT”>BOSTON</TD> 
</TR> 
</TABLE> 

これは、Webブラウザによって次のようにフォーマットされます。
:

DEPTNO DNAME LOC

10 ACCOUNTING NEW YORK

20 RESEARCH DALLAS

30 SALES CHICAGO
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owa_util.todateファンクションファンクションファンクションファンクション

構文構文構文構文
owa_util.todate(p_dateArray in dateType) return date;

用途用途用途用途
このファンクションは、owa_util.dateTypeデータ型を Oracleデータベースの標準の DATE
データ型に変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p_dateArray - 変換する値

実行結果実行結果実行結果実行結果
標準 DATE型。
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owa_util.who_called_meプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
owa_util.who_called_me(

owner out varchar2
name out varchar2
lineno out number
caller_t out varchar2);

用途用途用途用途
このプロシージャは、このプロシージャを実行した PL/SQLコード・ユニットに関する情報
を（出力パラメータの形式で）返します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
owner - このプログラム・ユニットの所有者

name - プログラム・ユニット名。コールを行うプログラム・ユニットがパッケージにラップ
されている場合、これはパッケージの名前で、スタンドアロン・プロシージャまたはファン
クションの場合はその名前です。コールを行うプログラム・ユニットが無名ブロックの一部
である場合は、NULLです。

lineno - このコールが実行されたプログラム・ユニット内の行番号

caller_t - このコールを実行したプログラム・ユニットのタイプ。パッケージ・ボディ、無名
ブロック、プロシージャおよびファンクションが使用できます。プロシージャとファンク
ションは、スタンドアロン・プロシージャおよびファンクションにのみ使用されます。
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