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はじめに

Oracleコール・インタフェース (Oracle Call Interface:OCI)は、アプリケーション・プログラ
ミング・インタフェース (application programming interface:API)です。このインタフェースを
使用すると、C言語で作成したアプリケーションで 1つ以上の Oracle Serverと交信できま
す。OCIでは、プログラムにおいて SQLステートメント処理、オブジェクト操作など、
Oracle8 Serverに用意されているデータベース機能を最大限に活用することができます。

ここでは、次の項目について説明します。

■ このマニュアルの目的

■ このマニュアルの対象

■ サポートされている機能とその可用性

■ このマニュアルの使い方

■ このマニュアルの構成

■ このマニュアルの表記規則
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このマニュアルの目的
このマニュアルでは、OCIを利用したアプリケーションを開発するための基本について詳し
く説明します。このマニュアルは、2つのボリュームで構成されています。

Vol.1では、次の内容を詳しく説明します。

■ OCIアプリケーションの構造

■ サーバーと OCIアプリケーション変数間のデータ変換

■ オブジェクトへのナビゲーショナル・アクセス、および型管理、データ型のマッピング
と操作を提供するオブジェクト関数

Vol.2では、次の内容について説明します。

■ 各 OCI関数コールの説明、およびその構文情報とパラメータ説明

■ 全 OCIハンドル属性のリスト

■ Oracleの予約語、およびキーワード、名前領域のリスト

■ OCIの機能を説明するサンプル・プログラム

■ OCIの以前のリリースからリリース 8.0へのアプリケーションのアップグレード

■ 多くの OCIコールで必要なサーバー往復

このマニュアルの対象
『Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』は、Oracle環境で実行するた
めの新規アプリケーションの開発または既存のアプリケーションの変換を行うプログラマの
ためのものです。OCIについて包括的に説明しているので、システム・アナリストやプロ
ジェクト・マネージャをはじめ、データベース・アプリケーションの開発に関心のある他の
ユーザーにも役に立ちます。

このマニュアルを効果的に活用するには、Cによるアプリケーション・プログラミングに関
する実践知識、および SQLリレーショナル・データベース言語の知識が必要です。さらに、
このマニュアルの一部の章では、オブジェクト指向プログラミングの基本概念の知識が必要
です。

SQLの詳細は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』 および『Oracle8 Server管理者ガイド』を
参照してください。Oracle基本概念の詳細は、『Oracle8 Server概要』を参照してください。
第 3世代言語 (3GL)アプリケーションへの SQLコマンドの埋込みを可能にする Oracleプリ
コンパイラの詳細は、『Pro*C/C++プリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』 および
『Pro*COBOLプリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』を参照してください。
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サポートされている機能とその可用性
『Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』には、Oracle8製品および

Oracle8 Enterprise Edition製品の機能と機能性についての情報が含まれています。Oracle8お
よび Oracle8 Enterprise Editionは同一の基本機能を共有しています。ただし、Enterprise 
Editionだけに用意された拡張機能もいくつかあり、その一部はオプションとなっています。
たとえば、オブジェクト機能を使用するには、Enterprise Editionおよびオブジェクト・オプ
ションが必要です。

Oracle8と Oracle8 Enterprise Editionの相違点、および使用可能な機能とオプションの詳細は、
『Oracle8と Oracle Enterprise Editionの解説』を参照してください。

このマニュアルの使い方
『Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』では、OCIをはじめて取り扱
うプログラマ、および OCI旧バージョンに携わった経験があるプログラマを対象に、OCIの
概要が説明されています。

Vol.1

第 1部  

第 1部（第 1～ 7章）では、Oracleデータベースのリレーショナル・データにアクセスする
OCIプログラムの作成方法およびその概念について説明します。ここでは OCIプログラミン
グの基本について説明し、第 2部で説明するオブジェクト・リレーショナル機能を理解する
ための基礎を固めます。

第 2部  

第 2部（第 8～ 12章）では、OCIを使用してオブジェクト・リレーショナル・データにア
クセスするための OCI機能について説明します。第 2部の各章では、Oracle8 Serverを介し
たオブジェクトの取り出しおよび操作について説明します。

Vol.2

第 3部  

第 3部（第 13～ 16章）では、Oracle8 OCIライブラリにあるすべてのファンクション・
コールをリストします。

第 4部  

第 4部 (付録 A～ F)では、完全なコード例とともに、OCIプログラミングについての追加
情報について説明します。
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このマニュアルの読み方
リリース 8.0には大幅な OCI機能拡張が行われたため、OCIプログラミングの経験の有無に
かかわらず基本概念について説明している第 1部を読んでください。基本概念の大部分（バ
インディング、定義など）はリリース 7.3と変わりませんが、リリース 8.0ではこれが新し
い方法で実現されています。

OCIの現バージョンに慣れている方、およびオブジェクト機能に興味のある方は、第 1部は
軽く目を通し、第 2部から読み始めることもできます。

リファレンス情報 (OCI関数の構文、ハンドル属性の記述など )は、Vol.2を参照してくださ
い。

このマニュアルの構成
『Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』は 4部からなり、これらが 2
つのボリュームに分けられています。各章および付録の内容は、次のとおりです。

Vol.1

第 1 部 : OCI の基本概念

第 1章 : 概要および新機能
この章では、Oracleコール・インタフェースの概要を説明し、このインタフェースを説明す
る上での特別な用語や表記上の規則を示します。現行のリリースから新たに追加された機能
についても説明します。

第 2章 : OCI プログラミングの基本
この章では、OCIプログラムを開発する上で必要な基本概念について説明します。OCIプロ
グラムに組み込まなくてはならない必須のステップと、エラー・メッセージを検索し解読す
る方法について説明します。

第 3章 : データ型
OCIインタフェースを利用する際には、Oracleの表とホスト・プログラムの変数の間でデー
タが変換される仕組みを理解する必要があります。この章では、Oracle内部と外部のデータ
型、およびデータ変換について説明します。

第 4章 : SQL 文の処理
この章では、Oracle8 OCIを使用する SQL文のステップについて説明します。

第 5章 : バインディングと定義
この章では、OCIバインド操作および定義操作について詳しく説明します。さらに、拡張バ
インド操作および拡張定義操作についても説明します。
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第 6章 : スキーマ・メタデータの記述
この章では、OCIDescribeAny()コールを使用して、スキーマ・オブジェクトとそれに対応す
る要素の情報を取得する方法を説明します。

第 7章 : OCI プログラミングの応用
この章ではトランザクション管理、LOBサポート、拡張バインド機能性、拡張定義機能性、
および他の機能性の説明を含む、より洗練された OCIプログラミングのトピックを説明しま
す。

第 2部 : OCI オブジェクトの概念

第 8章 : OCI オブジェクト・リレーショナル・ プログラミング
この章では、OCIを利用して Oracle8 Server内のオブジェクトにアクセスするための基本概
念を紹介します。基本的なオブジェクト概念とオブジェクト確保、およびオブジェクト・リ
レーショナル・アプリケーションの基本構造についても説明します。

第 9章 : オブジェクト・リレーショナル・データ型
この章では、OCIプログラミングで使用するオブジェクト・データ型の概要を説明します。

第 10 章 : オブジェクト・アプリケーションでのバインディングおよび定義
この章では、Oracle8データベース内のユーザー定義データ型と Cのデータ型のマッピング、
およびこのようなデータを操作する関数について説明します。また、これらの Cマッピング
を使用したバインドと定義についても説明します。

第 11 章 : オブジェクトのキャッシュおよびオブジェクト・ナビゲーション
この章では、OCIを利用して Oracle8 Server内のオブジェクトにアクセスするための基本概
念を紹介します。また、オブジェクト・キャッシュについて、およびサーバーから取り出さ
れたオブジェクトを操作する OCIナビゲーショナル・コールの使用方法についても説明しま
す。

第 12 章 : オブジェクト型トランスレータの使用
この章では、オブジェクト型トランスレータを使用してデータベース・オブジェクト定義を
C構造体の表現に変換し、OCIアプリケーションで使用する方法を説明します。

Vol.2

第 3 部 : OCI リファレンス

第 13章 : OCI リレーショナル関数
この章では、OCIのリレーショナル関数のリストを示し、構文およびコメント、パラメータ
記述、その他の有用な情報について説明します。
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第 14 章 : OCI ナビゲーショナル関数と型関数
この章では、OCIのナビゲーショナル関数のリストを示し、構文およびコメント、パラメー
タ記述、その他の有用な情報について説明します。

第 15 章 : OCI データ型マッピング関数および操作関数
この章では、OCIのデータ型マッピング関数とデータ型操作関数のリストを示し、構文およ
びコメント、パラメータ記述、その他の有用な情報について説明します。

第 16 章 : OCI 外部プロシージャ関数
この章では、外部プロシージャで使用する特別な OCI関数について説明します。

第 4部 : 付録

付録 A: リリース 7.x OCI アプリケーションからリリース 8.0 へのアップグレード
この付録では、新しい Oracle8 OCIを使用するために、既存の OCIアプリケーションをアッ
プグレードするときの問題点について説明します。廃止された、または使用されなくなった
OCIコールのリストも含みます。

付録 B: ハンドルおよび記述子の属性
この付録では、OCIコールによって設定や読取りができる OCIアプリケーション・ハンドル
の属性について説明します。

付録 C: Oracle 予約語およびキーワード、 名前領域
この付録では、Oracleの特別な用語と Oracle製品によって予約されている名前領域のリスト
を示します。

付録 D: コード例
この付録では、完全な OCIアプリケーションのコード例を示します。

付録 E: OCI 関数のサーバーとの通信の往復
この付録では、さまざまな OCIアプリケーションで必要なサーバー往復の回数の表を示しま
す。

付録 F: Oracle8 OCI 新機能
この付録では、Oracle8 OCIで利用できる機能および拡張機能の詳細を説明します。

このマニュアルの表記規則
このマニュアルで使用する表記上の規則とテキスト書式は、次のとおりです。

[ ]
大カッコ内は、オプション項目を示します。大カッコは入力しません。

{ }
中カッコは、項目を 1つだけ選択することが必要である選択肢を囲みます。
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|
縦線は、中カッコ内の項目を区切ります。また、関数パラメータに複数の値を渡すことを示
す場合もあります。

...
コード例が省略されている部分は、省略符号で表記されます。

font change
SQLまたは Cのコード例は、クーリエ・フォントで表記されます。

イタリック
イタリック体は、OCIパラメータ、OCIルーチン名、ファイル名、データ・フィールドを参
照する場合に使用されます。

大文字
大文字は、SELECTや UPDATEといった SQLのキーワードを参照する場合に使用されます。

太字
太字は、ub4、sword、OCINumberなどの Cデータ型のデータ名を識別する場合に使用しま
す。

このマニュアルでは、読者の注意を促すため一部の情報に特殊なテキスト書式を使用してい
ます。インデントされて太字のテキスト・ラベルで始まる段落は、特別な内容です。このよ
うに表記される情報は、次のとおりです。

注意 : この「注意」フラグは、一般的な問題を回避するため、または概念を理解する上
で読者にとって特に重要な情報であることを示しています。

7.x アップグレードの注意 : 「7.xアップグレードの注意」と記された項目は、一般にリ
リース 8.0 OCIとリリース 7.x OCIに大きな違いがある場合にプログラマの注意を促し
ます。

警告 : 「警告」と記された項目は、アプリケーションが正常に動作するよう、OCIプロ
グラマが細心の注意を払うべき事項です。

関連項目 : 「関連項目」と記されたテキストは、現在の説明内容に関する追加情報が説
明されている、このマニュアル内の他の節または他のドキュメンテーションを示してい
ます。
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第 3部
 OCI参照

文書のこの部分は、以下の OCI機能参照の章を含みます。

■ 第 13章の「OCIリレーショナル関数」

■ 第 14章の「OCIナビゲーショナル関数と型関数」

■ 第 15章の「OCIデータ型マッピング関数および操作関数」

■ 第 16章の「OCI外部プロシージャ関数」
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13
OCIリレーショナル関数

この章では、C言語対応の Oracle8 OCIリレーショナル関数について説明します。各関数
コールについて詳細に説明するとともに、ご使用のアプリケーションで OCI関数をコールす
る方法についても解説します。

この章には次の項があります。

■ 概要

■ OCIクイック・リファレンス

■ OCIリレーショナル関数

■ OCI関数のコール



概要

13-2 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                    

概要

この章では、OCIリレーショナル関数コールについて説明します。 この章で説明する関数
コールは、ベーシック OCIにおけるコールです。 オブジェクトを操作するための関数コール
は、この後の 3つの章で説明します。

リターン・コードおよびエラー処理の詳細は、2-24ページの「エラー処理」を参照してくだ
さい。



OCIクイック・リファレンス

                                                                    OCIリレーショナル関数 13-3

OCI クイック・リファレンス

この表は、この章で説明されている OCIコールの目次として使用してください。 ここには、
すべての OCIリレーショナル関数および型情報アクセサ関数が機能別にまとめてリストされ
ています。

表 13–1 OCIクイック・リファレンス 

関数 用途 ページ

接続、初期化、または認可

OCIInitialize() OCIプロセス環境を初期化する 13-70

OCIEnvInit() 環境ハンドルを初期化する 13-61

OCIServerAttach() サーバーに接続する ; サーバー・コンテキスト・ハンドルを初期化する 13-122

OCIServerDetach() サーバーとの接続を切る ; サーバー・コンテキスト・ハンドルの初期化を
解除する

13-124

OCISessionBegin() ユーザーを認証する 13-126

OCISessionEnd() ユーザー・セッションを終了する 13-129

OCILogon() 単純なシングルセッション・ログオン 13-114

OCILogoff() 単純なシングルセッション・ログオフ 13-113

ハンドルまたは記述子

OCIAttrGet() ハンドルの属性を入手する 13-11

OCIAttrSet() ハンドルまたは記述子の属性を設定する 13-25

OCIDescriptorAlloc() 記述子または LOBロケータの割当てと初期化を行う 13-58

OCIDescriptorFree() 割当て済みの記述子を解放する 13-60

OCIHandleAlloc() ハンドルの割当てと初期化を行う 13-66

OCIHandleFree() 割当て済みのハンドルを解放する 13-68

OCIParamGet() パラメータ記述子を入手する 13-116

OCIParamSet() CORハンドルにパラメータ記述子を設定する 13-118

トランザクション管理

OCITransCommit() サービス・コンテキスト上のトランザクションをコミットする 13-143

OCITransDetach() サービス・コンテキストからトランザクションを連結解除する 13-146

OCITransRollback() トランザクションをロールバックする 13-149

OCITransStart() サービス・コンテキスト上のトランザクションを開始する 13-150

OCITransPrepare() グローバル・トランザクションをコミットのために準備する 13-148
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OCITransForget() 準備したグローバル・トランザクションを放棄する 13-147

バインド

OCIBindDynamic() OCI_DATA_AT_EXECモードでバインドした後、追加属性を設定する 13-37

OCIBindByName 名前によりバインドする 13-29

OCIBindByPos() 位置によりバインドする 13-11

OCIBindObject() 名前付きデータ型のバインド用の追加属性を設定する 13-41

OCIBindArrayOfStruct() 静的配列バインド用のスキップ・パラメータを設定する 13-27

OCIStmtGetBindInfo() バインドおよび標識変数名とハンドルを入手する 13-134

定義

OCIDefineArrayOfStruct() 静的配列定義用の追加属性を設定する 13-44

OCIDefineDynamic() OCI_DYNAMIC_FETCHモードでの定義用の追加属性を設定する 13-50

OCIDefineByPos() 出力変数の関連性を定義する 13-46

OCIDefineObject() 名前付きデータ型の定義用の追加属性を設定する 13-53

記述

OCIDescribeAny() 既存のスキーマ・オブジェクトを記述する 13-55

準備、実行、またはフェッチ

OCIStmtPrepare() アプリケーション要求を確立する 13-138

OCIStmtExecute() 実行する文をサーバーに送信する 13-130

OCIStmtFetch() 問合せから行をフェッチする 13-133

LOBまたは FILEの操作

OCILobFileClose() オープン済みの FILEをクローズする 13-86

OCILobFileCloseAll() オープン済みのすべての FILEをクローズする 13-87

OCILobFileOpen() FILEをオープンする 13-93

OCILobAppend() LOBに追加する 13-74

OCILobCopy() LOBをコピーする 13-80

OCILobErase() LOBの一部を消去する 13-84

OCILobGetLength() LOBまたは FILEの長さを入手する 13-98

OCILobRead() LOBまたは FILEの一部を読み込む 13-105

表 13–1 OCIクイック・リファレンス （続き）

関数 用途 ページ
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OCILobTrim() LOBを切り捨てる 13-108

OCILobWrite() LOBに書き込む 13-109

OCILobAssign() 1つの LOBロケータを別の LOBロケータに割り当てる 13-76

OCILobIsEqual() 2つの LOBロケータが等しいか比較する 13-100

OCILobFileGetName() LOBロケータからディレクトリ・エイリアスとファイル名を入手する 13-89

OCILobFileIsOpen() サーバー上のファイルがこのロケータを介してオープンされたかどうかを
チェックする

13-91

OCILobFileSetName() LOBロケータにディレクトリ・エイリアスとファイル名を設定する 13-94

OCILobLocatorIsInit() LOBロケータが初期化されているかどうかをチェックする 13-103

OCILobCharSetID LOBロケータからキャラクタ・セット IDを入手する 13-79

OCILobCharSetForm() LOBロケータからキャラクタ・セットを入手する 13-78

OCILobFileExists() サーバー上にファイルが存在するかどうかをチェックする 13-88

OCILobLoadFromFile() FILEから LOBをロードする 13-101

OCILobDisableBuffering() LOBバッファリングをオフにする 13-82

OCILobEnableBuffering() LOBバッファリングをオンにする 13-83

OCILobFlushBuffer() LOBバッファをフラッシュする 13-96

その他

OCIBreak() 即時非同期ブレークを実行する 13-43

OCIServerVersion() Oracleバージョン文字列を入手する 13-125

OCIPasswordChange() パスワードを変更する 13-120

OCIErrorGet() エラー・メッセージと Oracleエラーを戻す 13-63

OCIStmtGetPieceInfo() ピース単位で操作するためのピース情報を入手する 13-136

OCIStmtSetPieceInfo() ピース単位で操作するためのピース情報を設定する 13-140

OCILdaToSvcCtx() Lda_Defをサービス・コンテキスト・ハンドルに切り替える 13-73

OCISvcCtxToLda() サービス・コンテキスト・ハンドルを Lda_Defに切り替える 13-142

OCIAQEnq() アドバンスト・キューイング・エンキュー 13-11

OCIAQDeq() アドバンスト・キューイング・デキュー 13-8

表 13–1 OCIクイック・リファレンス （続き）

関数 用途 ページ
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OCI 関数のコール

OCIのこれまでのバージョンとは異なり、リリース 8.0では、NULLで終わる文字列の文字
列長パラメータに -1を渡すことはできません。

文字列長をパラメータとして渡すときは、NULLターミネータ・バイト型を組み込まないで
ください。 OCIでは、文字列は NULLで終了するとはみなされません。

LOB 関数のサーバー往復

個々の OCI LOB関数に必要なサーバー往復回数については、付録 Eの「OCI関数のサー
バーとの通信の往復」の表を参照してください。
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OCI リレーショナル関数

この章の残りの部分は、Cに対応するリリース 8.0 OCIリレーショナル関数について説明し
ます。関数ごとに次の情報が記載されています。

用途
この関数によって実行されるアクションの簡単な説明。

構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

パラメータ
各関数のパラメータの説明。 これにはパラメータのモードが含まれます。 入力可能なパラ
メータのモードには、次の 3つの値があります。

コメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

例
説明の対象となっている関数コールの使用方法を例示するコード（全体または
一部）。 すべての関数に例が記載されているわけではありません。

関連関数
関連する関数コールの一覧です。

モード 説明

IN OCIにデータを渡すパラメータ

OUT このコールで OCIからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコー
ルからの戻りでデータを受け取るパラメータ
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OCIAQDeq()

用途
このコールは、アドバンスト・キューイング・デキューに使います。 

構文
sword OCIAQDeq ( OCISvcCtx           *svch,
                 OCIError            *errh,
                 text                *queue_name,
                 OCIAQDeqOptions     *dequeue_options,
                 OCIAQMsgProperties  *message_properties,
                 OCIType             *payload_tdo,
                 dvoid               **payload,
                 dvoid               **payload_ind,
                 OCIRaw              **msgid,
                 ub4                 flags );

パラメータ

svch (IN)
OCIサービス・コンテキスト。

errh (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

queue_name (IN)
デキュー操作のためのターゲット・キュー。 

dequeue_options (IN)
デキュー操作のオプション。OCIAQDeqOptions記述子に格納されています。 

message_properties (OUT)
メッセージ用のメッセージ・プロパティ。OCIAQMsgProperties記述子に保存されます。

payload_tdo (IN)
オブジェクトタイプの TDO（型記述子オブジェクト）。 ロー・キューでは、このパラメータ
が SYS.RAWの TDOを指していなければなりません。

payload (IN/OUT)
オブジェクト型のインスタンスであるプログラム変数バッファのポインタへのポインタ。 
ロー・キューでは、このパラメータが OCIRawのインスタンスを指していなければなりませ
ん。
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payload用のメモリーは、オブジェクト・キャッシュに動的に割り当てられます。 payloadイ
ンスタンスが不要になったときは、アプリケーションから OCIObjectFree()をコールし、割
当てを解除することもできます。 プログラム変数バッファのポインタ（*payload）が NULL
として渡された場合、バッファは暗黙のうちにキャッシュに割り当てられます。

アプリケーションによっては、OCIAQDeq()が最初にコールされたときに payloadの値とし
て NULLが渡され、OCIにより payloadにメモリーが割り当てられます。 そしてその後の
OCIAQDeq()コールでは、前に割り当てられたメモリーのポインタが使われます。

OCIによって、ユーザーが payloadの属性（テキストなど）を設定できるようにする関数が
提供されます。 これらの属性の設定については、8-12ページの「オブジェクト属性の操作」
を参照してください。

payload_ind (IN/OUT)
オブジェクト型のパラレル標識情報構造を含むプログラム変数バッファポインタへのポイン
タ。

payload_indへのメモリ割当てルールは、上記の payloadに対するルールと同じです。

msgid (OUT)
メッセージ ID。

flags (IN)
現行では使用されていません。OCI_DEFAULTとして渡されます。

コメント
この関数は、OCIを使ってアドバンスト・キューイング・デキュー操作を実行するために使
います。

このコールを使用するには、ユーザーが aq_user_roleまたは dbms_aqパッケージを実行する
権限を所有していなければなりません。

このコールを使うには、OCI環境をオブジェクト・モードで初期化する必要があります
（OCIInitialize()を使用）。

OCIおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、7-39ページの「OCIおよびアドバンス
ト・キューイング」を参照してください。

高度なキューについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』を参照して
ください。

payloadのために TDOを取得するには、OCITypeByName()または OCITypeByRef()を使いま
す。

例
OCIAQDeq()の具体的な使用方法については、13-11ページの OCIAQEnq()の例を参照してく
ださい。
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関連関数
OCIAQEnq()、OCIInitialize()
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OCIAQEnq()

用途
このコールは、アドバンスト・キューイング・エンキューに使います。 

構文
sword OCIAQEnq ( OCISvcCtx           *svch,
                 OCIError            *errh,
                 text                *queue_name,
                 OCIAQEnqOptions     *enqueue_options,
                 OCIAQMsgProperties  *message_properties,
                 OCIType             *payload_tdo,
                 dvoid               **payload,
                 dvoid               **payload_ind,
                 OCIRaw              **msgid,
                 ub4                 flags );

パラメータ

svch (IN)
OCIサービス・コンテキスト。

errh (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

queue_name (IN)
エンキュー操作のためのターゲット・キュー 

enqueue_options (IN)
エンキュー操作のオプション。OCIAQEnqOptions記述子に格納されています。 

message_properties (IN)
メッセージ用のメッセージ・プロパティ。OCIAQMsgProperties記述子に保存されます。

payload_tdo (IN)
オブジェクトタイプの TDO（型記述子オブジェクト）。 ロー・キューでは、このパラメータ
が SYS.RAWの TDOをさしていなければなりません。

payload (IN)
オブジェクト型のインスタンスのポインタへのポインタ。 ロー・キューでは、このパラメー
タが OCIRawのインスタンスをさしていなければなりません。
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OCIによって、ユーザーが payloadの属性（テキストなど）を設定できるようにする関数が
提供されます。 これらの属性の設定については、8-12ページの「オブジェクト属性の操作」
を参照してください。

payload_ind (IN)
オブジェクト型のパラレル標識情報構造を含むプログラム変数バッファポインタへのポイン
タ。

msgid (OUT)
メッセージ ID。

flags (IN)
現行では使用されていません。OCI_DEFAULTとして渡されます。

コメント
この関数は、OCIを使ってアドバンスト・キューイング・エンキュー操作を実行するために
使います。 

このコールを使用するには、ユーザーが aq_user_roleまたは dbms_aqパッケージを実行する
権限を所有していなければなりません。

このコールを使うには、OCI環境をオブジェクト・モードで初期化する必要があります
（OCIInitialize()を使用）。

OCIおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、7-39ページの「OCIおよびアドバンス
ト・キューイング」を参照してください。

高度なキューについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』を参照して
ください。

payloadのために TDOを取得するには、OCITypeByName()または OCITypeByRef()を使いま
す。

例
次に 4つの異なる状況を想定し、それぞれについて OCIAQEnq()と OCIAQDeq()を使用する
方法を説明します。

これらの例では、データベースが、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』のアドバンス
ト・キューイングの章の「Oracleアドバンスト・キューイング事例」での説明どおりに設定
されているものと仮定しています。
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例 1
payloadオブジェクトのエンキューおよびデキュー

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                    52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                    52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
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  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                  (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL MESSAGE",
                 strlen("NORMAL MESSAGE"), &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,(CONST text *)"OCI ENQUEUE",
                 strlen("OCI ENQUEUE"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue into the msg_queue */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, 0,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, 0,
                   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例 2
相関 IDを使ったエンキューおよびデキュー

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
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  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  OCIRaw*firstmsg = (OCIRaw *)0;
  OCIAQMsgProperties *msgprop = (OCIAQMsgProperties *)0;
  OCIAQDeqOptions *deqopt = (OCIAQDeqOptions *)0;
  text correlation1[30], correlation2[30];
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* allocate message properties descriptor */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&msgprop, 
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                   OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, (dvoid **)0);
  strcpy(correlation1, "1st message");
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid *)&correlation1, 
                   strlen(correlation1), OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL ENQUEUE1", 
                  strlen("NORMAL ENQUEUE1"), &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,(CONST text *)"OCI ENQUEUE",
                  strlen("OCI ENQUEUE"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue into the msg_queue, store the message id into firstmsg */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, msgprop,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, &firstmsg, 0);

  /* enqueue into the msg_queue with a different correlation id */
  strcpy(correlation2, "2nd message");
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid*)&correlation2, 
                  strlen(correlation2), OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL ENQUEUE2", 
                  strlen("NORMAL ENQUEUE2"), &mesg->subject);
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, msgprop,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);

  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* first dequeue by correlation id "2nd message" */
  /* allocate dequeue options descriptor and set the correlation option */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt, 
                   OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, (dvoid **)0);
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)correlation2, 
                   strlen(correlation2),  OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", deqopt, 0,
                   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
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  /* second dequeue by message id */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&firstmsg,    
  OCIRawSize(envhp, firstmsg), OCI_ATTR_DEQ_MSGID, errhp);
  /* clear correlation id option */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 
             (dvoid *)correlation2, 0, OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", deqopt, 0,
              mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例 3
ロー・キューのエンキューおよびデキュー

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  char  msg_text[100];
  OCIRaw  *mesg = (OCIRaw *)0;
  OCIRaw*deqmesg = (OCIRaw *)0;
  OCIInd   ind = 0;
  dvoid  *indptr = (dvoid *)&ind;
  inti;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
               (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
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  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                  (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain the TDO of the RAW data type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"SYS", strlen("SYS"),
                (CONST text *)"RAW", strlen("RAW"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  strcpy(msg_text, "Enqueue to a RAW queue");
  OCIRawAssignBytes(envhp, errhp, msg_text, strlen(msg_text), &mesg);

  /* enqueue the message into raw_msg_queue */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"raw_msg_queue", 0, 0,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&indptr, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue the same message into C variable deqmesg */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"raw_msg_queue", 0, 0, 
   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&indptr, 0, 0);
  for (i = 0; i < OCIRawSize(envhp, deqmesg); i++)
    printf("%c", *(OCIRawPtr(envhp, deqmesg) + i));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}
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例 4
OCIAQAgentを使ったエンキューおよびデキュー

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  OCIAQMsgProperties *msgprop = (OCIAQMsgProperties *)0;
  OCIAQAgent *agents[2];
  OCIAQDeqOptions *deqopt = (OCIAQDeqOptions *)0;
  ub4wait = OCI_DEQ_NO_WAIT;
  ub4 navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
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                   52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                   (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
       (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
       (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"MESSAGE 1", strlen("MESSAGE 1"), 
                    &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"mesg for queue subscribers", 
                    strlen("mesg for queue subscribers"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue MESSAGE 1 for subscribers to the queue i.e. for RED and GREEN */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", 0, 0,
                       mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);

  /* enqueue MESSAGE 2 for specified recipients i.e. for RED and BLUE */
  /* prepare message payload */
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"MESSAGE 2", strlen("MESSAGE 2"), 
                    &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"mesg for two recipients", 
                    strlen("mesg for two recipients"), &mesg->data);

  /* allocate AQ message properties and agent descriptors */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&msgprop, 
                OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, (dvoid **)0);
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agents[0], 
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                  OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agents[1], 
                  OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);

  /* prepare the recipient list, RED and BLUE */
  OCIAttrSet(agents[0], OCI_DTYPE_AQAGENT, "RED", strlen("RED"),
                     OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);
  OCIAttrSet(agents[1], OCI_DTYPE_AQAGENT, "BLUE", strlen("BLUE"),
                     OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid *)agents, 2,
                      OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST, errhp);

  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", 0, msgprop,
                       mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);

  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* now dequeue the messages using different consumer names */
  /* allocate dequeue options descriptor to set the dequeue options */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, 
                     (dvoid **)0);

  /* set wait parameter to NO_WAIT so that the dequeue returns immediately */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&wait, 0, 
                     OCI_ATTR_WAIT, errhp);

  /* set navigation to FIRST_MESSAGE so that the dequeue resets the position */
  /* after a new consumer_name is set in the dequeue options     */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&navigation, 0, 
                     OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp);
  
  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer BLUE */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"BLUE", strlen("BLUE"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer RED */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"RED", strlen("RED"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
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                 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer GREEN */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,(dvoid *)"GREEN",strlen("GREEN"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数
OCIAQDeq()、OCIInitialize()
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OCIAttrGet()

用途
このコールは、ハンドルの特定の属性を入手するときに使用されます。 

構文
sword OCIAttrGet ( CONST dvoid    *trgthndlp,
                   ub4            trghndltyp,
                   dvoid          *attributep,
                   ub4            *sizep,
                   ub4            attrtype,
                   OCIError       *errhp );

パラメータ

trgthndlp (IN)
ハンドル・タイプのポインタ。 

trghndltyp (IN)
ハンドル・タイプ。 

attributep (OUT)
属性値の記憶領域へのポインタ 属性値が格納されます。 

sizep (OUT)
属性値の記憶領域のサイズ。 サイズが明らかなパラメータでは、NULLとして渡すことがで
きます。 text*パラメータでは、文字列の長さを入手するために ub4のポインタを渡す必要が
あります。 

attrtype (IN)
取り出される属性のタイプ。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。
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コメント
このコールは、ハンドルの特定の属性を入手するときに使用されます。

ハンドル・タイプとその読取り可能な属性については、付録 Bの「ハンドルおよび記述子の
属性」のリストを参照してください。

関連関数
OCIAttrSet()
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OCIAttrSet()

用途
このコールは、ハンドルまたは記述子の特定の属性を設定するときに使用されます。 

構文
sword OCIAttrSet ( dvoid       *trgthndlp,
                   ub4         trghndltyp,
                   dvoid       *attributep,
                   ub4         size,
                   ub4         attrtype,
                   OCIError    *errhp );

パラメータ

trgthndlp (IN/OUT)
その属性が変更されるハンドル・タイプのポインタ。 

trghndltyp (IN/OUT)
ハンドル・タイプ。 

attributep (IN)
属性値のポインタ。 この属性値が目的のハンドルにコピーされます。 属性値がポインタの場
合は、そのポインタがコピーされるだけであり、ポインタの内容はコピーされません。 

size (IN)
属性値のサイズ。 サイズは OCIライブラリですでにわかっているため、ほとんどの属性に対
して 0(ゼロ )で渡すことができます。 text*属性では、文字列の長さを設定するために ub4
を渡す必要があります。 

attrtype (IN)
設定される属性のタイプ

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

コメント
このコールは、ハンドルまたは記述子の特定の属性を設定するときに使用されます。 

ハンドル・タイプとその書込み可能な属性については、付録 Bの「ハンドルおよび記述子の
属性」のリストを参照してください。
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例
次のサンプル・コードは、アプリケーションの開始部分で OCIAttrSet()を何回か使用してい
る例です。

int main()
{
OCIEnv *envhp;
OCIServer *srvhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCISession *usrhp;

OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
(dvoid * (*)()) 0,(dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 ); 

OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
0, (dvoid **) &tmp);

OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 0, (dvoid **) &tmp  ); 
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4)

OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4)

OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT); 
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,

(ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, , (dvoid **) &tmp); 

  /* set attribute server context in the service context */
OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) srvhp,

(ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);

/* allocate a user session handle */
OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, 

(ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"sherry", 

(ub4)strlen("sherry"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"penfield",

(ub4)strlen("penfield"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);

checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
OCI_DEFAULT));

OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)usrhp,
(ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

関連関数
OCIAQEnq()
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OCIBindArrayOfStruct()

用途
このコールは、静的配列バインド用のスキップ・パラメータを設定します。

構文
sword OCIBindArrayOfStruct ( OCIBind     *bindp,
                             OCIError    *errhp,
                             ub4         pvskip, 
                             ub4         indskip, 
                             ub4         alskip, 
                             ub4         rcskip );

パラメータ

bindp (IN/OUT)
バインド構造体へのハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

pvskip (IN)
次のデータ値用のスキップ・パラメータ。 

indskip (IN)
次の標識値または構造体のためのスキップ・パラメータ。 

alskip (IN)
次の実際の長さ値のためのスキップ・パラメータ。 

rcskip (IN)
次の列レベルのリターン・コード値のためのスキップ・パラメータ。 

コメント
このコールは、静的配列バインドに必要なスキップ・パラメータを設定します。

このコールは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()の後続コールです。 初期バインド・
コールによって戻されたバインド・ハンドルが OCIBindArrayOfStruct()コールのパラメータ
として使用されます。

スキップ・パラメータについては、5-16ページの「構造体の配列」を参照してください。
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関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIBindByName()

用途
プログラム変数と SQL文または PL/SQLブロック内のプレースホルダを関連付けます。

構文
sword OCIBindByName ( OCIStmt       *stmtp, 
                      OCIBind       **bindpp,
                      OCIError      *errhp,
                      CONST text    *placeholder,
                      sb4           placeh_len,
                      dvoid         *valuep,
                      sb4           value_sz,
                      ub2           dty,
                      dvoid         *indp,
                      ub2           *alenp,
                      ub2           *rcodep,
                      ub4           maxarr_len,
                      ub4           *curelep, 
                      ub4           mode ); 

パラメータ

stmtp (IN/OUT)
処理中の SQLまたは PL/SQL文への文ハンドル。

bindpp (IN/OUT)
このコールによって暗示的に割り当てられる連結ハンドル。 この特定の入力値に対するバイ
ンド情報はすべて、このバインド・ハンドルによってメンテナンスされます。 ハンドルは、
文ハンドルの割当てが解除されたときに暗黙的に解放されます。 入力時には、このポインタ
の値は NULLまたは有効なバインド・ハンドルでなければなりません。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

placeholder (IN)
OCIBindByName()がコールされている場合、プレースホルダの属性が名前で指定されます。

placeh_len (IN)
placeholderに指定されたプレースホルダ名の長さ。
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valuep (IN/OUT)
データ値のアドレスまたは dtyパラメータで指定されたタイプのデータ値配列。 データ値配
列は、PL/SQL表にマップする、または SQL複数行操作用のデータを用意するために指定で
きます。 バインド値配列が用意された場合、これは OCI用語では配列バインドと呼ばれま
す。 

SQLT_NTYまたは SQLT_REFバインドの場合、valuepパラメータは無視されます。 OUT
バッファのポインタは、OCIBindObject()により初期化された pgvppパラメータに設定されま
す。

value_sz (IN)
データ値のサイズ。 配列バインドの場合、これは、alenpパラメータに指定される実サイズで
可能な要素の最大サイズになります。 

サイズがクライアント・アプリケーションで不明な記述子またはロケータ、REFの場合、
ユーザーが渡す構造体のサイズが使用されます。例 : sizeof (OCILobLocator *)

dty (IN)
バインドされる値のデータ型。 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)と REF(SQLT_REF)は、アプ
リケーションがオブジェクト・モードで初期化されている場合だけ有効です。 名前付きデー
タ型または REFの場合、バインド・ハンドルで追加コールが行われ、データ型特定の属性が
設定されます。

indp (IN/OUT)
標識変数または配列へのポインタ。 すべてのデータ型 (SQLT_NTYを除く )に対し、sb2また
は sb2配列へのポインタとなります。

SQLT_NTYに対してはこのポインタは無視され、標識構造体または標識構造体の配列の実際
のポインタが後続のコール OCIBindObject()で初期化されます。 このパラメータは、動的バイ
ンドでは無視されます。

標識変数の詳細は、2-28ページの「標識変数」を参照してください。

alenp (IN/OUT)
配列要素の実際の長さの配列へのポインタ。 alenp内の各要素は、実行前後のバインド値配列
内の該当要素のデータ長です。 このパラメータは、動的バインドでは無視されます。

rcodep (OUT)
列レベル・リターン・コードの配列を指すポインタ。 このパラメータは、動的バインドでは
無視されます。

maxarr_len (IN)
PL/SQLバインドでタイプ dtyの要素の最大可能数。 このパラメータは、非 PL/SQLバインド
では必要ありません。 maxarr_lenがゼロ以外であれば、OCIBindDynamic()または
OCIBindArrayOfStruct()を呼び出して、追加バインド属性を設定できます。 
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curelep(IN/OUT)
実際の要素の数へのポインタ。 このパラメータは、PL/SQLバインドでだけ必要です。

mode (IN)
このパラメータに有効なモードは次のとおりです。

OCI_DEFAULT - これはデフォルト・モードです。

OCI_DATA_AT_EXEC - このモードが選択される場合、value_szパラメータは、実行時
に提供可能なデータの最大サイズを定義します。 アプリケーションは、OCIライブラリ
のランタイム INデータ・バッファをいつでも何回でも用意することができるように準
備する必要があります。 ランタイム・データは、次の 2つの方法のどちらかを使用して
用意されます。

■ OCIBindDynamic()への後続コールによって登録する必要があるユーザー定義関数を
使用するコールバック。 

■ OCIで用意されているコールを使用するポーリング・メカニズム。 このモードは、
コールバックが定義されていない場合に仮定されます。

OCI_DATA_AT_EXECモードの使用方法の詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ
割当てとピース単位操作」を参照してください。

割り当てたバッファは、不要になった際にクライアント側で解放する必要があります。 

コメント
このコールは、基本バインド操作を実行するときに使用されます。 バインドは、プログラム
変数のアドレスと SQL文または PL/SQLブロック内のプレースホルダの関連付けを作成しま
す。 このバインド・コールは、バインドされるデータの型も指定し、実行時にデータを用意
するメソッドも指示できます。

この関数は、bindppパラメータによって指示されたバインド・ハンドルの暗黙の割当ても行
います。 **bindppに非 NULLポインタが渡されると、OCIでは、OCIHandleAlloc()または
OCIBindByName()のコールで以前に割り当てられた有効なハンドルを指すとみなします。

OCIアプリケーション内のデータは、プレースホルダに静的または動的にバインドできま
す。 実行の直前にすべての INバインド・データと OUTバインド・バッファが正しく定義さ
れた場合、バインドは静的になります。 実行時にクライアント・ライブラリからの要求によ
りアプリケーションから INバインド・データと OUTバインド・バッファが供給される場
合、バインドは動的になります。 動的バインドを指定するには、このコールの modeパラ
メータを OCI_DATA_AT_EXECに設定します。

関連項目 : 動的バインディングの詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

OCIBindByName()と OCIBindByPos()は、パラメータとしてバインド・ハンドルを取ります
が、これは、バインド・コールによって暗黙的に割り当てられます。アプリケーションでバ
インドしているすべてのプレースホルダに別個のバインド・ハンドルが割り当てられます。
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特定のデータ型をバインドする際または入力データを特定の方法で処理する際に必要となる
特定の属性を指定する場合は、次の追加バインド・コールが必要です。

■ 構造体の配列が使用されている場合、OCIBindArrayOfStruct()をコールして必要なスキッ
プ・パラメータを設定します。

■ 実行時にデータが動的に提供されている場合、アプリケーションでユーザー定義のコー
ルバック関数を使うときには OCIBindDynamic()をコールしてコールバックを登録しま
す。

■ 名前付きデータ型が結び付けられている場合、OCIBindObject()をコールしてその他の必
要情報を指定します。

■ RETURNING句を含む文を使用する場合は、このコールの後に OCIBindDynamic()をコー
ルする必要があります。

関連関数
OCIBindDynamic()、OCIBindObject()、OCIBindArrayOfStruct()
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OCIBindByPos()

用途
プログラム変数と SQL文または PL/SQLブロック内のプレースホルダを関連付けます。

構文
sword OCIBindByPos ( OCIStmt      *stmtp, 
                     OCIBind      **bindpp,
                     OCIError     *errhp,
                     ub4          position,
                     dvoid        *valuep,
                     sb4          value_sz,
                     ub2          dty,
                     dvoid        *indp,
                     ub2          *alenp,
                     ub2          *rcodep,
                     ub4          maxarr_len,
                     ub4          *curelep, 
                     ub4          mode );

パラメータ

stmtp (IN/OUT)
処理中の SQLまたは PL/SQL文への文ハンドル。

bindpp (IN/OUT)
このコールによって暗示的に割り当てられる連結ハンドル。 この特定の入力値に対するバイ
ンド情報はすべて、このバインド・ハンドルによって メンテナンスされます。 ハンドルは、
文ハンドルの割当てが解除されたときに暗黙的に解放されます。 入力時には、このポインタ
の値は NULLまたは有効なバインド・ハンドルでなければなりません。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

position (IN)
OCIBindByPos()がコールされている場合、プレースホルダの属性が位置別に指定されます。

valuep (IN/OUT)
データ値のアドレスまたは dtyパラメータで指定されたタイプのデータ値配列。 データ値配
列は、PL/SQL表にマップする、または SQL複数行操作用のデータを用意するために指定で
きます。 バインド値配列が用意された場合、これは OCI用語では配列バインドと呼ばれま
す。 
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SQLT_NTYまたは SQLT_REFバインドの場合、valuepパラメータは無視されます。 OUT
バッファのポインタは、OCIBindObject()により初期化された pgvppパラメータに設定されま
す。

value_sz (IN)
データ値のサイズ。 配列バインドの場合、これは、alenpパラメータに指定される実サイズで
可能な要素の最大サイズになります。 

サイズがクライアント・アプリケーションで不明な記述子またはロケータ、REFの場合、
ユーザーが渡す構造体のサイズが使用されます。例 : sizeof (OCILobLocator *)

dty (IN)
バインドされる値のデータ型。 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)と REF(SQLT_REF)は、アプ
リケーションが オブジェクト・モードで初期化されている場合だけ有効です。 名前付きデー
タ型または REFの場合、バインド・ハンドルで追加コールが行われ、データ型特定の属性が
設定されます。

indp (IN/OUT)
標識変数または配列へのポインタ。 これはすべてのデータ型に対して sb2のポインタまたは
sb2の配列です。 ただ 1つの例外は SQLT_NTYです。SQLT_NTYに対してはこのポインタは
無視され、標識構造体の実際のポインタまたは標識構造体の配列が OCIBindObject()により
初期化されます。 動的バインドでは無視されます。

標識変数の詳細は、2-28ページの「標識変数」を参照してください。

alenp (IN/OUT)
配列要素の実際の長さの配列へのポインタ。 alenp内の各要素は、実行前後のバインド値配列
内の該当要素のデータ長です。 このパラメータは、動的バインドでは無視されます。

rcodep (OUT)
列レベル・リターン・コードの配列を指すポインタ。 このパラメータは、動的バインドでは
無視されます。

maxarr_len (IN)
PL/SQLバインドでタイプ dtyの要素の最大可能数。 このパラメータは、非 PL/SQLバインド
では必要ありません。 maxarr_lenがゼロ以外であれば、OCIBindDynamic()または
OCIBindArrayOfStruct()を呼び出して、追加バインド属性を設定できます。 

curelep(IN/OUT)
実際の要素の数へのポインタ。 このパラメータは、PL/SQLバインドでだけ必要です。

mode (IN)
このパラメータに有効なモードは次のとおりです。

OCI_DEFAULT - これはデフォルト・モードです。



OCIBindByPos()

                                                                    OCIリレーショナル関数 13-35

OCI_DATA_AT_EXEC - このモードが選択される場合、value_szパラメータは、実行時
に提供可能なデータの最大サイズを定義します。 アプリケーションは、OCIライブラリ
のランタイム INデータ・バッファをいつでも何回でも用意することができるように 準
備する必要があります。 ランタイム・データは、次の 2つの方法のどちらかを使用して
用意されます。

■ OCIBindDynamic()への後続コールによって登録する必要があるユーザー定義関数を
使用するコールバック。 

■ OCIで用意されているコールを使用するポーリング・メカニズム。 このモードは、
コールバックが定義されていない場合自動的に選ばれます。

OCI_DATA_AT_EXECモードの使用方法の詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ
割当てとピース単位操作」を参照してください。

割り当てたバッファは、不要になった際にクライアント側で解放する必要があります。 

コメント
このコールは、基本バインド操作を実行するときに使用されます。 バインドは、プログラム
変数のアドレスと SQL文または PL/SQLブロック内のプレースホルダの関連付けを作成しま
す。 このバインド・コールは、バインドされるデータの型も指定し、実行時にデータを用意
するメソッドも指示できます。

この関数は、bindppパラメータによって指示されたバインド・ハンドルの暗黙の割当ても行
います。 **bindppに非 NULLポインタが渡されると、OCIでは、OCIHandleAlloc()または
OCIBindByPos()のコールで以前に割り当てられた有効なハンドルを指すとみなします。

OCIアプリケーション内のデータは、プレースホルダに静的または動的にバインドできま
す。 実行の直前にすべての INバインド・データと OUTバインド・バッファが正しく定義さ
れた場合、バインドは静的になります。 実行時にクライアント・ライブラリからの要求によ
りアプリケーションから INバインド・データと OUTバインド・バッファが供給される場
合、バインドは動的になります。 動的バインドを指定するには、このコールの modeパラ
メータを OCI_DATA_AT_EXECに設定します。

関連関数 : 動的バインディングの詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

OCIBindByName()と OCIBindByPos()は、パラメータとしてバインド・ハンドルを取ります
が、これは、バインド・コールによって暗黙的に割り当てられます。アプリケーションでバ
インドしているすべてのプレースホルダに別個のバインド・ハンドルが割り当てられます。

特定のデータ型をバインドする際または入力データを特定の方法で処理する際に必要となる
特定の属性を指定する場合は、次の追加バインド・コールが必要です。

■ 構造体の配列が使われている場合、OCIBindArrayOfStruct()をコールして必要なスキッ
プ・パラメータを設定します。
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■ 実行時にデータが動的に提供されている場合、アプリケーションでユーザー定義のコー
ルバック関数を使うときには OCIBindDynamic()をコールしてコールバックを登録しま
す。

■ 名前付きデータ型が結び付けられている場合、OCIBindObject()をコールしてその他の必
要情報を指定します。

■ RETURNING句を含む文を使用する場合は、このコールの後に OCIBindDynamic()をコー
ルする必要があります。

関連関数
OCIBindDynamic()、OCIBindObject()、OCIBindArrayOfStruct()
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OCIBindDynamic()

用途
このコールは、動的データ割当て用のユーザー・コールバックを登録するときに使用されま
す。 

構文
sword OCIBindDynamic ( OCIBind     *bindp,
                       OCIError    *errhp,
                       dvoid       *ictxp, 
                       OCICallbackInBind         (icbfp)(/*_
                                dvoid            *ictxp,
                                OCIBind          *bindp,
                                ub4              iter, 
                                ub4              index, 
                                dvoid            **bufpp,
                                ub4              *alenp,
                                ub1              *piecep, 
                                dvoid            **indpp */),
                       dvoid       *octxp,
                       OCICallbackOutBind        (ocbfp)(/*_
                                dvoid            *octxp,
                                OCIBind          *bindp,
                                ub4              iter, 
                                ub4              index, 
                                dvoid            **bufpp, 
                                ub4              **alenpp,
                                ub1              *piecep,
                                dvoid            **indpp, 
                                ub2              **rcodepp _*/)   );

パラメータ

bindp (IN/OUT)
OCIBindByName()または OCIBindByPos()のコールにより戻されるバインド・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

ictxp (IN)
コールバック関数 icbfpに必要なコンテキスト・ポインタ。 
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icbfp (IN)
実行時に INバインド値またはピースのポインタを戻すコールバック関数。 コールバックは、
次のパラメータを取ります。 

ictxp (IN/OUT)
このコールバック関数用のコンテキスト・ポインタ。 

bindp (IN)
このバインド変数を一意に指定するために渡されたバインド・ハンドル。 

iter (IN)
0基準の実行繰返値。 

index (IN)
現行の配列の索引（PL/SQLの配列バインド用）。 SQLでは行の索引です。 値は 0（ゼロ）
以上、バインド・コールの curelepパラメータ値以下です。 

bufpp (OUT)
バッファまたは記憶領域のポインタ。 記述子の場合、 *bufppには記述子を指すポインタ
が含まれます。 たとえば、次のような定義を行うとします。

OCILOBLocator *lobp;

この場合、 *bufppに *lobpではなく、lobpを設定します。

REFの場合はそのアドレスを渡します。つまり、*bufppのかわりに &my_refを渡しま
す。

alenp (OUT)
バインド値およびバインド・ピースまたはいずれかが読み込まれた後にそのサイズを満
たすための OCI用の領域へのポインタ。
記述子の場合、記述子にポインタのサイズを渡します。例 : sizeof(OCILobLocator *)

piecep (OUT)
バインド値のいずれかのピース。 この値は、OCI_ONE_PIECE、OCI_FIRST_PIECE、
OCI_NEXT_PIECE、または OCI_LAST_PIECEのいずれかです。 ピース単位操作をサ
ポートしないデータ型の場合、OCI_ONE_PIECEを渡す必要があります。
OCI_ONE_PIECEを渡さないとエラーになります。

indp (OUT)
標識値を含みます。 これは、sb2値のポインタ、あるいは名前付きデータ型を結び付け
る標識構造体のポインタです。 

octxp (IN)
コールバック関数 ocbfpに必要なコンテキスト・ポインタ。 
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ocbfp (IN)
実行時に OUTバインド値またはピースのポインタを戻すコールバック関数。 コールバック
は、次のパラメータを取ります。

octxp (IN/OUT)
このコールバック関数用のコンテキスト・ポインタ。 

bindp (IN)
このバインド変数を一意に指定するために渡されたバインド・ハンドル。 

iter (IN)
0基準の実行繰返値。 

index (IN)
現行の配列の PL/SQL用索引用（配列バインド用）。 SQLの場合、 現在の繰返しの行番号
です。 値は 0(ゼロ )以上、バインド・コールの curelepパラメータ値以下です。 

bufpp (OUT)
バインド値またはバインド・ピースを書き込むバッファのポインタ。 

alenpp (IN/OUT)
バインド値またはバインド・ピースを読み込んだのちそれを保存するための OCI用領域
へのポインタ。 

piecep (IN/OUT)
コールバック（アプリケーション）から Oracleへ、次のようにピース値を戻します。

■ IN - 値は OCI_ONE_PIECEまたは OCI_NEXT_PIECEです。

■ OUT - INの値に応じて異なります。

IN値が OCI_ONE_PIECEの場合、OUT値は OCI_ONE_PIECEまたは
OCI_FIRST_PIECEです。

IN値が OCI_NEXT_PIECEの場合、OUT値は OCI_NEXT_PIECEまたは
OCI_LAST_PIECEです。

indpp (OUT)
標識値（sb2値または名前付きデータ型の標識構造体のポインタ）を含むポインタを戻
します。 

rcodepp (OUT)
リターン・コードを含むポインタを戻します。 
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コメント
このコールは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()の以前のコールで
OCI_DATA_AT_EXECモードが指定された場合に、データの用意または受取り用のユーザー
定義コールバック関数を登録するときに使用されます。 

コールバック関数ポインタは、コールが成功した場合には OCI_CONTINUEを戻します。 
OCI_CONTINUE以外のリターン・コードは、クライアントが処理の即時停止を求めている
ことを示します。

OCI_DATA_AT_EXECモードの詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てとピース
単位操作」を参照してください。

記憶領域のアドレスを渡す際は、コールバックからアプリケーションが復帰した後も必ずそ
の記憶領域が存在するようにしてください。 したがって、このような記憶領域はスタック上
に割り当てないでください。

関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIBindObject()

用途
この関数は、名前付きデータ型（オブジェクト）のバインドに必要な追加属性を設定しま
す。

構文
sword OCIBindObject ( OCIBind          *bindp,
                      OCIError         *errhp, 
                      CONST OCIType    *type,
                      dvoid            **pgvpp, 
                      ub4              *pvszsp, 
                      dvoid            **indpp, 
                      ub4              *indszp, );

パラメータ

bindp (IN/OUT)
OCIBindByName()または OCIBindByPos()のコールにより戻されるバインド・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

type (IN)
結び付けられているプログラム変数のタイプを示す TDOをさします。 OCITypeByName()の
コールにより取り出されます。 SQLの REFではオプションですが、PL/SQLの REFでは必須
です。

pgvpp (IN/OUT)
プログラム変数バッファのアドレス。 配列では、 pgvppはアドレス配列を示します。 バインド
変数が OUT変数でもある場合は、オブジェクト・キャッシュ内に OUT名前付きデータ型値
または REFが割り当てられ、REFが戻されます。 

pgvppは、OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合、無視されます。 名前付き
データ型バッファは、実行時に要求されます。 静的配列バインドでは、
OCIBindArrayOfStruct()コールを使用してスキップ係数を指定できます。 スキップ係数は、値
に対する次のポインタのアドレスおよび標識構造体、各自のサイズを計算するために使用さ
れます。

pvszsp (OUT) [オプション ] 
プログラム変数のサイズを指します。 名前付きデータ型のサイズは、入力時には必要ありま
せん。 配列の場合、pvszsp は ub4の配列です。 OUTバインド変数の場合、復帰時、これは受
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信した名前付きデータ型および REFのサイズを指します。 pvszspは、OCI_DATA_AT_EXEC
モードが設定されている場合は無視されます。 この場合、バッファのサイズは実行時に要求
されます。

indpp (IN/OUT)[オプション ]
パラレル標識構造体を含むプログラム変数バッファのアドレス。 配列では、ポインタ配列を
示します。 バインド変数が OUTバインド変数でもある場合は、オブジェクト・キャッシュに
メモリーが割り当てられ、OUT標識値が記憶されます。 すべての OUT値が受け取られた実
行終了時には、indppは、新たに割り当てられたこれらの標識構造体のポインタを指してい
ます。 SQLT_NTYバインドの場合のみ必要です。

indppは、OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合、無視されます。 この場合、
標識は実行時に要求されます。

indszp (IN/OUT)
IN標識構造体プログラム変数のサイズを指します。 配列の場合、これは sb2配列です。 OUT
バインド変数の場合、戻り時には、受け取った OUT標識構造体のサイズを示しています。

indszpは、OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合、無視されます。 この場合、
標識のサイズは実行時に要求されます。

コメント
この関数は、名前付きデータ型（オブジェクト）または REFをバインドする追加属性を設定
します。 OCI環境が非オブジェクト・モードで初期化されているときにこの関数をコールし
た場合は、エラーが戻ります。 

この関数は、定義される名前付きデータ型用にデータ型 OCITypeの型記述子オブジェクト
(TDO)をパラメータとして取ります。 TDOは、OCITypeByName()のコールにより取り出され
ます。

OCIBindByName()または OCIBindByPos()に OCI_DATA_AT_EXECモードが指定された場合、
INバッファのポインタは、OCIBindDynamic()コールに登録されたコールバック icbfpを使用
するか、OCIStmtSetPieceInfo()コールによって取得されます。 バッファは、OUTデータのた
めに動的に割り当てられ、これらのバッファのポインタは、OCIBindDynamic()によって登録
された ocbfp() をコールするか、OCIStmtExecute()が OCI_NEED_DATAを戻したときにコー
ルされる OCIStmtSetPieceInfo()によって渡されたバッファにポインタを設定することで戻さ
れます。 クライアント・ライブラリが割り当てたバッファのメモリーは、不要になったとき
に OCIObjectFree()コールを使用して解放する必要があります。

関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIBreak()

用途
このコールは、サーバーに関連付けられて現在実行中である OCI関数の即時（非同期）終了
を実行します。

構文
sword OCIBreak ( dvoid      *hndlp,
                 OCIError   *errhp);

パラメータ

hndlp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

コメント
このコールは、サーバーに関連付けられて現在実行中である OCI関数の即時（非同期）終了
を実行します。 これは通常、サーバーで長時間実行されている処理中の OCIコールを停止す
るために使用します。

このコールは、終了させる関数を識別するためのパラメータとして、サービス・コンテキス
ト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドルを取ることができます。

関連関数
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OCIDefineArrayOfStruct()

用途
このコールは、静的配列定義に必要な追加属性を指定します。

構文
sword OCIDefineArrayOfStruct ( OCIDefine   *defnp,
                               OCIError    *errhp,
                               ub4         pvskip, 
                               ub4         indskip, 
                               ub4         rlskip,
                               ub4         rcskip );

パラメータ

defnp (IN/OUT)
OCIDefineByPos()のコールにより戻された定義構造体のハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

pvskip (IN)
次のデータ値用のスキップ・パラメータ。

indskip (IN)
次の標識位置のためのスキップ・パラメータ。 

rlskip (IN)
次の復帰長さ値のためのスキップ・パラメータ。

rcskip (IN)
次のリターン・コードのためのスキップ・パラメータ。

コメント
このコールは、構造体配列（複数行、複数列）のフェッチで使用される 配列定義に必要な追
加属性を指定します。 このコールは、OCIDefineByPos()の後続コールです。

スキップ・パラメータの詳細は、5-17ページの「スキップ・パラメータ」を参照してくださ
い。
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アプリケーションでオブジェクトを含む構造体配列をバインドしている場合、最初に
OCIDefineObject()をコールして、次に OCIDefineArrayOfStruct()をコールする必要がありま
す。

関連関数
OCIDefineByPos()、OCIDefineObject()
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OCIDefineByPos()

用途
選択リスト内の項目を型と出力データ・バッファに関連付けます。 

構文
sword OCIDefineByPos ( OCIStmt     *stmtp, 
                       OCIDefine   **defnpp,
                       OCIError    *errhp,
                       ub4         position,
                       dvoid       *valuep,
                       sb4         value_sz,
                       ub2         dty,
                       dvoid       *indp,
                       ub2         *rlenp,
                       ub2         *rcodep,
                       ub4         mode );

パラメータ

stmtp (IN/OUT)
要求された SQL問合せ操作へのハンドル。

defnpp (IN/OUT)
定義ハンドルのポインタへのポインタ。 このパラメータを NULLで渡すと、定義ハンドルが
暗黙的に割り当てられます。 再定義の場合は、非 NULLハンドルをこのパラメータに渡すこ
とができます。 このハンドルは、この列用の定義情報を記憶するために使用されます。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

position (IN)
選択リストでのこの値の位置。 位置は 1から始まり、左から右へ番号が振られます。 たとえ
ば、次の SELECT文では、

SELECT empno, ssn, mgrno FROM employees;

empnoは位置 1に、ssnは位置 2に、mgrnoは位置 3になります。

valuep (IN/OUT)
dtyパラメータに指定されているタイプのバッファまたはバッファの配列のポインタ。 単独の
フェッチ・コールで複数の行をフェッチしたい場合は、複数のバッファを指定できます。
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value_sz (IN)
各 valuepバッファのバイト・サイズ。 データが VARCHAR2形式で内部的に記憶されている
場合、必要な文字数がバイト単位のバッファ・サイズと異なるときは、OCIAttrSet()を使用
して追加で指定できます。 

NLS変換環境では、指定されたバイト数が小さくて要求された文字数が処理できない場合は
切捨てエラーが発生します。

dty (IN)
データ型。 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)と REF(SQLT_REF)は、 環境がオブジェクト・
モードで初期化されている場合だけ有効です。 データ型コードおよび値については、第 3章
の「データ型」のリストを参照してください。

indp (IN)
標識変数または配列へのポインタ。 スカラー・データ型では、sb2または sb2配列のポイン
タです。 SQLT_NTY定義は無視されます。 SQLT_NTY定義では、名前付きデータ型の標識構
造体または名前付きデータ型の標識構造体配列のポインタは、後続の OCIDefineObject()コー
ルによって関連付けられます。 

標識変数の詳細は、2-28ページの「標識変数」を参照してください。

rlenp (IN/OUT)
フェッチされたデータの長さの配列のポインタ。 rlenp内の各要素は、フェッチ後の行の中の
該当要素内のデータの長さです。 

rcodep (OUT)
列レベルのリターン・コードの配列のポインタ。

mode (IN)
次のモードが有効です。

■ OCI_DEFAULT - これはデフォルトのモードです。

■ OCI_DYNAMIC_FETCH - フェッチするときにデータを動的に割り当てる必要があるア
プリケーションでは、このモードを使用する必要があります。 ユーザーは、
OCIDefineDynamic()を追加でコールして、動的に割り当てられたバッファを受け取るた
めに呼び出されるコールバック関数を設定できます。 このモードでは、valuepおよび
value_szパラメータは無視されます。 

コメント
このコールは、Oracleから取り出されたデータを受け取る出力データ・バッファを定義しま
す。 この定義は、SELECT文が OCIアプリケーションにデータを戻すときに必要なローカ
ル・ステップです。

このコールは、選択リスト項目用の定義ハンドルの暗黙の割当ても行います。 非 NULLポイ
ンタが *defnppに渡されると、OCIでは OCIHandleAlloc()または OCIDefineByPos()のコール
で以前に割り当てられた有効なハンドルを指すとみなされます。 別のアドレスに対してハン
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ドルを再定義しているアプリケーションの場合はこれがあてはまるため、複数のフェッチに
同じ定義ハンドルを再使用できます。

列をフェッチするための属性の定義は、1つ以上のコールで実行されます。 最初のコールは、
フェッチを指定するために必要な最小限の属性を定義する OCIDefineByPos()です。 

ある種のデータ型またはフェッチ・モードでは、OCIDefineByPos()のコールの後に、次の追
加定義コールが必要です。

■ 複数列を配列フェッチするためのスキップ・パラメータを設定するには、
OCIDefineArrayOfStruct()のコールが必要です。

■ 名前付きデータ型（つまりオブジェクトまたはコレクション）または REFのフェッチに
適した属性を設定するには、OCIDefineObject()のコールが必要です。 この場合、
OCIDefineByPos()内のデータ・バッファ・ポインタは無視されます。

■ 名前付きデータ型の列を持つ複数の行をフェッチするには、OCIDefineByPos()の後に、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineObject() の両方をコールする必要があります。

LOB定義では、バッファ・ポインタは、OCIDescriptorAlloc()コールによって割り当てられる
型 OCILobLocatorの LOBロケータのポインタでなければなりません。 LOB列には、LOBの
値ではなく、常に LOBロケータが戻ります。 LOB値は、フェッチしたロケータに対して
OCI LOBコールを使用するとフェッチできます。 これと同じ方式がすべての記述子データ型
で使用されます。

NCHAR(固定長および可変長 )では、バッファ・ポインタは、必要な NCHAR文字を保持で
きるだけのバイト配列を指していなければなりません。 

ネストされた表の列は、他のすべての名前付きデータ型と同じように定義およびフェッチさ
れます。 

記述子またはロケータの配列を定義するときに、記述子またはロケータのポインタ配列を渡
す必要があります。

文字列の配列を定義するときに、文字バッファ配列を渡す必要があります。

このコールの modeパラメータに OCI_DYNAMIC_FETCHが設定された場合は、クライアン
ト・アプリケーションから実行時にデータを動的にフェッチできます。 ランタイム・データ
は、次の 2つの方法で用意できます。

■ OCIDefineDynamic()の後続コールによって登録する必要があるユーザー定義関数を使用
するコールバック。 クライアント・ライブラリがフェッチしたデータを戻すためにバッ
ファが必要になると、このコールバックが呼び出され、用意されたランタイム・バッ
ファがデータの一部または全部を戻します。 

■ OCIで用意されているコールを使用するポーリング・メカニズム。 このモードは、コー
ルバックが定義されていない場合自動的に選ばれます。この場合、フェッチ・コールに
より OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻され、データはピース単位のポーリング・
メソッドで用意されます。
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関連項目 : OCI_DYNAMIC_FETCHモードの使用方法の詳細は、7-16ページの「ランタ
イム・データ割当てとピース単位操作」を参照してください。

定義の詳細は、5-12ページの「定義」を参照してください。

関連関数
OCIDefineArrayOfStruct()、OCIDefineDynamic()、OCIDefineObject()
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OCIDefineDynamic()

用途
このコールは、OCIDefineByPos()で OCI_DYNAMIC_FETCHモードが選択されたときに必要
な追加属性を設定するために使用されます。 

構文
sword OCIDefineDynamic ( OCIDefine   *defnp,
                         OCIError    *errhp,
                         dvoid       *octxp, 
                         OCICallbackDefine       (ocbfp)(/*_
                                  dvoid          *octxp,
                                  OCIDefine      *defnp,
                                  ub4            iter, 
                                  dvoid          **bufpp,
                                  ub4            **alenpp,
                                  ub1            *piecep,
                                  dvoid          **indpp,
                                  ub2            **rcodep _*/)  );

パラメータ

defnp (IN/OUT)
OCIDefineByPos()のコールにより戻される定義構造体へのハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

octxp (IN)
コールバック関数のコンテキストを指します。 

ocbfp (IN)
コールバック関数を指します。 この関数は、検索されたフェッチ・データまたはそのピース
を格納するバッファを指すポインタを取得するために実行時に起動されます。 このコール
バックは、標識およびリターン・コード、データ・ピースと標識の長さも指定します。

警告 : コールバック・パラメータを使うときは、パラメータ・モードにとって INと
OUTがどのような意味を持つかということを念頭に置いて作業する必要があります。 通
常、OCI関数では、INパラメータは Oracleに渡すデータを表し、 OUTパラメータは
Oracleから戻されるデータを表します。 コールバックの場合、これが逆になります。 IN
は Oracleからコールバックに渡されるデータ、OUTはコールバックから Oracleに渡さ
れるデータです。
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以下にコールバック・パラメータをリストします。

octxp (IN/OUT)
すべてのコールバック関数へ引数として渡されるコンテキスト・ポインタ。

defnp (IN)
定義ハンドル。

iter (IN)
この現行のフェッチのいずれかの列（基準 0（ゼロ））。

bufpp (OUT)
列値を格納するバッファのポインタを Oracleに戻します。つまり、*bufppは列値の適切
な記憶領域を示します。

alenpp (IN/OUT)
これは、*bufppに提供している記憶領域のサイズを設定するために、アプリケーション
で使います。 データがバッファにフェッチされると、alenppはデータの実サイズを示し
ます。

piecep (IN/OUT)
コールバック（アプリケーション）から Oracleへ、次のようにピース値を戻します。

■ IN - 値は OCI_ONE_PIECEまたは OCI_NEXT_PIECEです。

■ OUT - INの値に応じて異なります。

IN値が OCI_ONE_PIECEの場合、OUT値は OCI_ONE_PIECEまたは
OCI_FIRST_PIECEです。

IN値が OCI_NEXT_PIECEの場合、OUT値は OCI_NEXT_PIECEまたは
OCI_LAST_PIECEです。

indpp (IN)
標識変数ポインタ。

rcodep (IN)
リターン・コード変数ポインタ。

コメント
このコールは、OCIDefineByPos()のコールで OCI_DYNAMIC_FETCHモードが選択されてい
る場合、必要な追加属性を設定するために使用されます。 

OCI_DYNAMIC_FETCHモードが選択されているときに OCIDefineDynamic()のコールがス
キップされた場合、アプリケーションでは、OCIコール（OCIStmtGetPieceInfo()および
OCIStmtSetPieceInfo()）を使ってデータ・ピース単位がフェッチされます。



OCIDefineDynamic()

13-52 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                    

OCI_DYNAMIC_FETCHモードの詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てとピー
ス単位操作」を参照してください。

関連関数
OCIDefineByPos()
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OCIDefineObject()

用途
名前付きデータ型または REFの定義のために必要な追加属性を設定します。

構文
sword OCIDefineObject ( OCIDefine       *defnp,
                        OCIError        *errhp,
                        CONST OCIType   *type,
                        dvoid           **pgvpp, 
                        ub4             *pvszsp, 
                        dvoid           **indpp, 
                        ub4             *indszp );

パラメータ

defnp (IN/OUT)
以前 OCIDefineByPos()のコールで割り当てられた定義ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

type (IN) [オプショナル ]
プログラム変数のタイプを示す型記述子オブジェクト (TDO)を指します。 型 SQLT_NTYの
プログラム変数用にだけ使用されます。 このパラメータはオプションであり、使用しない場
合は NULLとして渡せます。

pgvpp (IN/OUT)
プログラム変数バッファのポインタを指します。 配列では、pgvppはポインタ配列を示しま
す。 フェッチした名前付きデータ型インスタンス用のメモリーは、オブジェクト・キャッ
シュ内に動的に割り当てられます。 すべての値を受け取ったフェッチの終了時には、pgvpp
は、新たに割り当てられた名前付きデータ型インスタンスのポインタを示しています。 名前
付きデータ型インスタンスが不要になった際には、アプリケーションから OCIObjectFree()
をコールして、これらの割当てを解除する必要があります。

注意 : アプリケーションにおいてバッファが暗黙のうちにキャッシュに割り当てられる
ようにするには、*pgvppを NULLとして渡す必要があります。

pvszsp (IN/OUT)
プログラム変数のサイズを指します。 配列では、ub4配列です。
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indpp (IN/OUT)
パラレル標識構造体を含むプログラム変数バッファのポインタを指します。 配列では、ポイ
ンタ配列を示します。 標識構造体を記憶するためのメモリーがオブジェクト・キャッシュ内
に割り当てられます。 すべての値を受け取ったフェッチの終了時には、indppは、新たに割り
当てられた標識構造体のポインタを示しています。 

indszp (IN/OUT)
標識構造体プログラム変数のサイズを指します。 配列では、ub4配列です。

コメント
この関数は、初期定義情報を設定する OCIDefineByPos()の後続コールです。 このコールは、
名前付きデータ型定義のために必要な追加属性を設定します。 OCI環境が非オブジェクト・
モードで初期化されているときにこの関数をコールした場合は、エラーが戻ります。

この関数は、定義される名前付きデータ型用にデータ型 OCITypeの型記述子オブジェクト
(TDO)をパラメータとして取ります。 TDOは、OCIDescribeAny()をコールして取り出すこと
ができます。

関連項目 : OCIプロセス環境の初期化の詳細は、13-70ページの OCIInitialize()の説明を
参照してください。

関連関数
OCIDefineByPos()
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OCIDescribeAny()

用途
既存のスキーマ・オブジェクトを記述します。

構文
sword OCIDescribeAny ( OCISvcCtx       *svchp,
                       OCIError        *errhp,
                       dvoid           *objptr,
                       ub4             objnm_len,
                       ub1             objptr_typ,
                       ub1             info_level,
                       ub1             objtyp,
                       OCIDescribe     *dschp );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

objptr (IN)
このパラメータは次のいずれかです。

1. 記述するスキーマ・オブジェクトの名前を格納する文字列

2. TDOに対する REFのポインタ（型用）

3. TDOのポインタ（型用）

上記の各値は、objptr_typに適切な値を渡すことで区別されます。 このパラメータは非 NULL
でなければなりません。

上記 1の場合、オブジェクト名を含む文字列の書式は、<schema-name>.<object-name>となる
はずです。 データベース・リンクは許可されていません。

オブジェクト名は、次の SQLルールによって解釈されます。

■ <schema-name>が NULLの場合、その名前は現ユーザーのスキーマ内の <object-name>に
記述された名前のオブジェクト（タイプが表、またはビュー、プロシージャ、ファンク
ション、パッケージ、型、シノニム、シーケンスのもの）を表します。 Oracle7のサー
バーに接続したときは、有効な型はプロシージャおよびファンクションだけです。
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■ <schema-name>が非 NULLの場合、その名前は、<schema-name>に記述された名前のス
キーマ内の <object-name>に記述された名前のオブジェクトを表します。

objnm_len (IN)
objptrが指す名前文字列の長さ。 名前が渡される場合、0（ゼロ）以外でなければなりませ
ん。 objptrが TDOまたはその REFのポインタの場合 0(ゼロ )でもかまいません。

objptr_typ (IN)
objptrに渡されるオブジェクトのタイプ。 次の値が有効です。

■ OCI_OTYPE_NAME、objptrがスキーマ・オブジェクトの名前を示す場合

■ OCI_OTYPE_REF、objptrが TDOに対する REFのポインタの場合

■ OCI_OTYPE_PTR、objptrが TDOのポインタの場合

info_level (IN)
今後の拡張要素のために確保されています。 OCI_DEFAULTを渡します。

objtyp (IN/OUT)
記述されるスキーマ・オブジェクトのタイプ。 次の値が有効です。

■ OCI_PTYPE_TABLE、表用

■ OCI_PTYPE_VIEW、ビュー用

■ OCI_PTYPE_PROC、プロシージャ用

■ OCI_PTYPE_FUNC、ファンクション用

■ OCI_PTYPE_PKG、パッケージ用

■ OCI_PTYPE_TYPE、型用

■ OCI_PTYPE_SYN、シノニム用

■ OCI_PTYPE_SEQ、シーケンス用

■ OCI_PTYPE_UNK、不明なスキーマ・オブジェクト用

この引数の値は必ず指定しなければなりません。 OCI_PTYPE_UNKを指定すると、該当する
オブジェクトが存在する場合、現在のスキーマ内の指定した名前のオブジェクトの記述が、
実際のオブジェクト型とともに戻されます。

dschp (IN/OUT)
コール後のオブジェクトに関する記述情報とともに移入されている記述ハンドル。 非 NULL
でなければなりません。
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コメント
これは、テーブル、ビュー、シノニム、プロシージャ、ファンクション、パッケージ、順
序、および型などの 既存のスキーマ・オブジェクトを説明する記述コールの総称です。 この
コールは、 OCIAttrGet()コールを使用して取得できるオブジェクト固有の属性を記述ハンド
ルに移入します。

記述ハンドルに対する OCIParamGet()は、指定位置のパラメータ記述子を戻します。 パラ
メータ位置は 1から開始します。パラメータ記述子に対して OCIAttrGet()をコールすると、
状況に応じてストアド・プロシージャまたはファンクション・パラメータの特定の属性、あ
るいは表の列記述子が戻されます。 

OCIDescribeAny()によってスキーマ・オブジェクト記述全体がクライアント側にキャッシュ
されているため、これらの後続コールは、サーバーへの往復を別に行う必要がありません。 
記述ハンドルに対する OCIAttrGet()は、位置の総数も戻します。

記述操作の詳細は、第 6章の「スキーマ・メタデータの記述」を参照してください。

関連関数
OCIAQEnq()、OCIParamGet()
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OCIDescriptorAlloc()

用途
記述子または LOBロケータを格納する記憶領域を割り当てます。

構文
sword OCIDescriptorAlloc ( CONST dvoid   *parenth,
                           dvoid         **descpp, 
                           ub4           type,
                           size_t        xtramem_sz,
                           dvoid         **usrmempp);

パラメータ

parenth (IN)
環境ハンドル 

descpp (OUT)
希望のタイプの記述子または LOBロケータを戻します。 

type (IN)
割り当てられる記述子または LOBロケータのタイプを指定します。

■ OCI_DTYPE_SNAP:  C型のスナップショット記述子 OCISnapshotの生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_LOB:  C型の LOB値型ロケータ（BLOBまたは CLOB用）OCILobLocator
の生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_FILE:  C型の FILE値型ロケータ OCILobLocatorの生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_ROWID:  C型の ROWID記述子 OCIRowidの生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP - C型の複合オブジェクト検索記述子
(OCIComplexObjectComp)の生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS:  C型のアドバンスト・キューイング・エンキュー・オ
プション記述子 OCIAQEnqOptionsの生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS:  C型のアドバンスト・キューイング・デキュー・オプ
ション記述子 OCIAQDeqOptionsの生成を指定します。
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■ OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES:  C型のアドバンスト・キューイング・メッセージ・
プロパティ記述子 OCIAQMsgPropertiesの生成を指定します。

■ OCI_DTYPE_AQAGENT:  C型のアドバンスト・キューイング・エージェント記述子
OCIAQAgentの生成を指定します。

xtramem_sz (IN)
記述子の存続期間中アプリケーションで使用するために割り当てられるユーザー・メモリー
の量を指定します。

usrmempp (OUT)
記述子の存続期間中コールによってユーザー用に割り当てられた、サイズ xtramem_szのユー
ザー・メモリーのポインタを戻します。

コメント
typeで指定された型に対応する、割当ておよび初期化済の記述子のポインタを戻します。 成
功した場合は、非 NULL記述子または LOBロケータが戻ります。 エラー発生時に診断は利
用できません。

このコールは、成功した場合は OCI_SUCCESSを、メモリー不足エラーが発生した場合は
OCI_INVALID_HANDLEを戻します。 

xtramem_szパラメータおよびユーザー・メモリ割当ての詳細は、2-11ページの「ユーザー・
メモリの割当て」を参照してください。

関連関数
OCIDescriptorFree()
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OCIDescriptorFree()

用途
割当て済みの記述子の割当てを解除します。

構文
sword OCIDescriptorFree ( dvoid    *descp,
                          ub4      type );

パラメータ

descp (IN)
割り当てられた記述子。 

type (IN)
開放する記憶領域のタイプを指定します。 指定する型を次に示します。 

■ OCI_DTYPE_SNAP - スナップショット記述子

■ OCI_DTYPE_LOB - LOB値型記述子

■ OCI_DTYPE_FILE - FILE値型記述子

■ OCI_DTYPE_ROWID - ROWID記述子

■ OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP - 複合オブジェクト検索記述子

■ OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS - AQエンキュー・オプション記述子

■ OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS - AQデキュー・オプション記述子

■ OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES - AQメッセージ・プロパティ記述子

■ OCI_DTYPE_AQAGENT - AQエージェント記述子

コメント
このコールにより、記述子に対応付けられた記憶領域が解放されます。 OCI_SUCCESSまた
は OCI_INVALID_HANDLEを戻します。 記述子はすべて明示的に割当てを解除できますが、
環境ハンドルの割当てを解除すると、OCIは記述子の割当てを自動的に解除します。

関連関数
OCIDescriptorAlloc()
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OCIEnvInit()

用途
このコールは、OCI環境ハンドルの割当ておよび初期化を行います。

構文
sword OCIEnvInit ( OCIEnv    **envhpp,
                   ub4       mode,
                   size_t    xtramemsz,
                   dvoid     **usrmempp );

パラメータ

envhpp (OUT)
環境へのハンドルのポインタ。 

mode (IN)
環境モードの初期化を指定します。 次のモードが有効です。

■ OCI_DEFAULT

■ OCI_NO_MUTEX. 

OCI_DEFAULTモードの場合、OCIライブラリでハンドルが常にミューテックスされます。 
OCI_NO_MUTEXモードの場合、この環境ではミューテックスされません。

xtramemsz (IN)
環境の存続期間中に割り当てられるユーザー・メモリーの量を指定します。

usrmempp (OUT)
環境の存続期間中コールによってユーザー用に割り当てられた、サイズ xtramemszのユー
ザー・メモリーのポインタを戻します。

コメント
このコールは、OCI環境ハンドルの割当ておよび初期化を行います。 すでに初期化済みのハ
ンドルには何も行いません。 OCI_ERRORまたは OCI_SUCCESS_WITH_INFOが戻った場合
は、この環境ハンドルを使用し Oracle固有のエラーおよび診断を取得できます。

これはローカルに処理され、サーバー往復はありません。

環境ハンドルは、OCIHandleFree()を使用して解放できます。
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xtramemszパラメータおよびユーザー・メモリ割当ての詳細は、2-11ページの「ユーザー・
メモリの割当て」を参照してください。

関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIHandleFree()
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OCIErrorGet()

用途
用意されたバッファ内のエラー・メッセージと Oracleエラーを戻します。

構文
sword OCIErrorGet ( dvoid      *hndlp, 
                    ub4        recordno,
                    text       *sqlstate,
                    sb4        *errcodep, 
                    text       *bufp,
                    ub4        bufsiz,
                    ub4        type );

パラメータ

hndlp (IN)
エラー・ハンドルまたは環境ハンドル（OCIEnvInit()および OCIHandleAlloc()に対するエ
ラー用）。エラー・ハンドルの場合がほとんどです。

recordno (IN)
アプリケーションが情報を検索する検索先の状態レコードを示します。 1から始まります。 

sqlstate (OUT)
バージョン 8.0ではサポートされていません。

errcodep (OUT)
Oracle Errorが戻されます。

bufp (OUT)
エラー・メッセージ・テキストが戻されます。

bufsiz (IN)
エラー・メッセージの取得に使用するバッファのサイズ。

type (IN)
ハンドルのタイプ（OCI_HTYPE_ERRまたは OCI_HTYPE_ENV）。
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コメント
用意されたバッファ内のエラー・メッセージと Oracleエラー・コードを戻します。 SQLス
テータスはサポートしていません。 この関数は、1つのエラーに対して複数の診断レコード
がある場合は、複数回コールできます。

エラー・ハンドルは、最初は OCIHandleAlloc()のコールで割り当てられます。

例
次のサンプル・コードは、エラー処理ルーチンで OCIErrorGet()を使用する方法の例です。 
このルーチンは、OCI関数から戻されるステータス・コードの型を印刷し、エラーが発生し
た場合は、OCIErrorGet()を使用して、印刷するメッセージのテキストを取り出します。

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  ub4 buflen;
  ub4 errcode;

switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    printf("ErrorOCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    printf("ErrorOCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    printf("ErrorOCI_NO_DATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
            errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error%s\n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("ErrorOCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    printf("ErrorOCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    printf("ErrorOCI_CONTINUE\n");
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    break;
  default:
    break;
  }
}

関連関数
OCIHandleAlloc()
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OCIHandleAlloc()

用途
このコールは、割当てと初期化がすでに行われたハンドルのポインタを戻します。

構文
sword OCIHandleAlloc ( CONST dvoid   *parenth,
                       dvoid         **hndlpp, 
                       ub4           type, 
                       size_t        xtramem_sz,
                       dvoid         **usrmempp );

パラメータ

parenth (IN)
環境ハンドル 

hndlpp (OUT)
ハンドルを戻します。 

type (IN)
割り当てられるハンドルのタイプを指定します。 使用できる型を次に示します。 

■ OCI_HTYPE_ERROR - C型のエラー・レポート・ハンドル OCIErrorの生成を指定しま
す。

■ OCI_HTYPE_SVCCTX - C型のサービス・コンテキスト・ハンドル OCISvcCtxの生成を
指定します。

■ OCI_HTYPE_STMT - C型の文（アプリケーション要求）ハンドル OCIStmtの生成を指
定します。

■ OCI_HTYPE_DESCRIBE:  C型の選択リスト説明ハンドルOCIDescribeの生成を指定しま
す。

■ OCI_HTYPE_SERVER - C型のサーバー・コンテキスト・ハンドル OCIServerの生成を
指定します。

■ OCI_HTYPE_SESSION - C型のユーザー・セッション・ハンドル OCISessionの生成を指
定します。

■ OCI_HTYPE_TRANS - C型のトランザクション・コンテキスト・ハンドル OCITransの
生成を指定します。
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■ OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT - C型の複合オブジェクト検索ハンドル
OCIComplexObjectの生成を指定します。

■ OCI_HTYPE_SECURITY - C型のセキュリティ・ハンドル OCISecurityの生成を指定しま
す。

xtramem_sz (IN)
割り当てられるべきユーザー・メモリーの量を指定します。

usrmempp (OUT)
コールによりユーザーに割り当てられた、サイズ xtramem_szのユーザー・メモリーのポイン
タを戻します。 

コメント
typeで指定された型に対応する、割当ておよび初期化済のハンドルのポインタを戻します。 
成功時には非 NULLハンドルが戻ります。 すべてのハンドルが、親ハンドルとして渡される
環境ハンドルと対応付けて割り当てられます。

エラー発生時に診断は利用できません。 このコールは、成功した場合は OCI_SUCCESSを、
エラーが発生した場合は OCI_INVALID_HANDLEを戻します。

ハンドルは、OCIコールに渡す前に OCIHandleAlloc()を使用して割り当てられていなければ
なりません。

環境ハンドルの割当ておよび初期化を行うには、OCIEnvInit()をコールします。

関連項目 : xtramem_szパラメータを使ったユーザー・メモリ割当ての詳細は、2-11
ページの「ユーザー・メモリの割当て」を参照してください。

例
次のサンプル・コードは、OCIHandleAlloc()を使用して、アプリケーションの開始時にさま
ざまなハンドルを割り当てる例です。

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4)
OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) &tmp);

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4)
OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) 
OCI_HTYPE_SVCCTX, 0, (dvoid **) &tmp);

関連関数
OCIHandleFree()、OCIEnvInit()



OCIHandleFree()

13-68 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                    

OCIHandleFree()

用途
このコールは、ハンドルの割当てを明示的に解除します。

構文
sword OCIHandleFree ( dvoid     *hndlp,
                      ub4       type );

パラメータ

hndlp (IN)
OCIHandleAlloc()により割り当てられるハンドル。

type (IN)
開放する記憶領域のタイプを指定します。 指定する型を次に示します。

■ OCI_HTYPE_ENV - 環境ハンドル

■ OCI_HTYPE_ERROR - エラー・レポート・ハンドル

■ OCI_HTYPE_SVCCTX - サービス・コンテキスト・ハンドル

■ OCI_HTYPE_STMT - 文（アプリケーション要求）ハンドル

■ OCI_HTYPE_DESCRIBE - 選択リスト記述ハンドル

■ OCI_HTYPE_SERVER - サーバー・ハンドル

■ OCI_HTYPE_SESSION - ユーザー・セッション・ハンドル

■ OCI_HTYPE_TRANS - トランザクション・ハンドル

■ OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT - 複合オブジェクト検索ハンドル

■ OCI_HTYPE_SECURITY - セキュリティ・ハンドル

コメント
このコールは、ハンドルに関連付けられている記憶領域で、typeパラメータに指定された型
に該当するものを解放します。

このコールは、OCI_SUCCESSまたは OCI_INVALID_HANDLEを戻します。

ハンドルはすべて明示的に割当てを解除できます。 OCIでは、親ハンドルの割当てを解除す
ると、子ハンドルの割当てが自動的に解除されます。
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関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIEnvInit()
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OCIInitialize()

用途
OCIプロセス環境を初期化します。

構文
sword OCIInitialize ( ub4           mode,
                      CONST dvoid   *ctxp, 
                      CONST dvoid   *(*malocfp) 
                                    (/* dvoid *ctxp,
                                        size_t size _*/),
                      CONST dvoid   *(*ralocfp)
                                    (/*_ dvoid *ctxp,
                                       dvoid *memptr,
                                       size_t newsize _*/),
                      CONST void    (*mfreefp)
                                    (/*_ dvoid *ctxp,
                                       dvoid *memptr _*/));

パラメータ

mode (IN)
モードの初期化を指定します。 次のモードが有効です。

■ OCI_DEFAULT - デフォルト・モード。

■ OCI_THREADED - スレッド環境。 このモードでは、ユーザーに隠されている内部データ
構造体が複数スレッドで同時にアクセスできないように保護されます。 

■ OCI_OBJECT - オブジェクト機能を使用します。 

ctxp (IN)
メモリー・コールバック・ルーチン用のユーザー定義コンテキスト。 

malocfp (IN)
ユーザー定義のメモリ割当て関数。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモリー割当て
ルーチンは、スレッド・セーフでなければなりません。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリ割当て関数のためのコンテキスト・ポインタ。

size (IN)
ユーザー定義のメモリ割当て関数によって割り当てられるメモリーのサイズ。
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ralocfp (IN)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモリー割当
てルーチンは、スレッド・セーフでなければなりません。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数のためのコンテキスト・ポインタ。

memptr (IN/OUT)
メモリ・ブロックのポインタ。

newsize (IN)
新しく割り当てられるメモリーのサイズ。

mfreefp (IN)
ユーザー定義のメモリー解放関数。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモリー解放ルー
チンは、スレッド・セーフでなければなりません。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリー解放関数のためのコンテキスト・ポインタ。

memptr (IN/OUT)
解放されるメモリーのポインタ。

コメント
このコールは、OCIプロセス環境を初期化します。

OCIInitialize()は、他の OCIをコールする前に呼び出す必要があります。

この関数を使用すると、アプリケーションでコールバックを使用して固有のメモリー管理関
数を定義できます。 アプリケーションでこのようなメモリー管理関数（つまりメモリー割当
て、メモリー再割当て、メモリー解放）がすでに定義されている場合は、この関数のコール
バック・パラメータを使用して登録する必要があります。

これらのメモリー・コールバックはオプションです。 アプリケーションで、この関数のメモ
リー・コールバックに NULL値を渡すと、デフォルトのプロセス・メモリー割当て方法が使
用されます。
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例
次の文は、ユーザー定義メモリー関数がない場合に、スレッド・モードおよびオブジェク
ト・モードで OCIInitialize()をコールする方法の例です。

OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
(dvoid * (*)()) 0,(dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );

関連関数
OCIEnvInit()
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OCILdaToSvcCtx()

用途
V7の Lda_Defを V8のサービス・コンテキスト・ハンドルに変換します。

構文
sword OCILdaToSvcCtx ( OCISvcCtx  **svchpp,
                       OCIError   *errhp,
                       Lda_Def    *ldap );

パラメータ

svchpp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

ldap (IN/OUT)
OCISvcCtxToLda()によりこのサービス・コンテキストから戻された Oracle7ログオン・デー
タ領域（LDA）。

コメント
Oracle7の Lda_Defを Oracle8のサービス・コンテキスト・ハンドルに変換します。 変換され
たサービス・コンテキスト・ハンドルを OCISvcCtxToLda()関数に渡すと、このコールの逆の
変換ができます。

サービス・コンテキストが Lda_Defに変換されている場合は、Oracle7のコールしか使用で
きません。 Lda_Defをサービス・コンテキストにリセットせずに Oracle8の OCIコールを
行っても実行されません。

サーバー・ハンドルまたはサービス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_IN_V8_MODE
属性により、現在のモードが Oracle7モードか Oracle8モードかをアプリケーションで判断で
きます。 詳細は、付録 Bの「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してください。

関連関数
OCISvcCtxToLda()
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OCILobAppend()

用途
別の LOBの最後に LOB値を指定どおりに追加します。 

構文
sword OCILobAppend ( OCISvcCtx        *svchp,
                     OCIError         *errhp,
                     OCILobLocator    *dst_locp,
                     OCILobLocator    *src_locp );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

dst_locp (IN/OUT)
一意に宛先 LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサーバー
から取得されたロケータでなければなりません。

src_locp (IN)
一意にソース LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサー
バーから取得されたロケータでなければなりません。

コメント
別の LOBの最後に LOB値を指定どおりに追加します。 データは、ソースから宛先の最後の
位置にコピーされます。 コピー元 LOBおよびコピー先 LOBは、すでに存在している必要が
あります。 宛先 LOBは、新たに書き込まれるデータに合わせて拡張されます。

許される最大長（4ギガバイト）を超える宛先 LOBの拡張と NULL LOBのコピーはエラー
になります。

ソースおよび宛先の LOBロケータの型は同じでなければなりません (たとえば、両方 BLOB
または両方 CLOB)。 LOBバッファリングは、ロケータの両方の型に対して使用不可でなけれ
ばなりません。

この関数では、ソースまたは宛先として FILEロケータを受け入れません。
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関連関数
OCILobTrim()、OCILobWrite()、OCILobCopy()、OCIErrorGet()
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OCILobAssign()

用途
LOB/FILEロケータを別のロケータに割り当てる。

構文
sword OCILobAssign ( OCIEnv                *envhp, 
                     OCIError              *errhp, 
                     CONST OCILobLocator   *src_locp, 
                     OCILobLocator         **dst_locpp );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

src_locp (IN)
コピー元となる LOB/FILEロケータ。

dst_locpp (IN/OUT)
コピー先となる LOB/FILEロケータ。 コール側で、OCIDescriptorAlloc()をコールしてコピー
先のロケータに領域を割り当てる必要があります。

コメント
ソースロケータを宛先ロケータに割り当てます。 割当て後は、両方のロケータは同じ LOB値
を参照します。 内部 LOBの場合、宛先ロケータが表に保存されているときだけ、ソース・ロ
ケータの LOB値が宛先ロケータの LOB値にコピーされます。 したがって、宛先ロケータが
格納されているオブジェクトのフラッシュを発行すると、LOB値がコピーされます。

FILEでは、ファイルを参照するロケータだけが表にコピーされます。 OSファイルそのもの
はコピーされません。

FILEロケータを LOBロケータに割り当てたり、LOBロケータを FILEロケータに割り当て
たりするとエラーになります。

ソース・ロケータがバッファリング可能な内部 LOB用で LOBバッファリング・サブシステ
ムを介した LOBデータの変更に使用されており、そのバッファが書込み後フラッシュされ
ていない場合には、ソース・ロケータが宛先ロケータに割り当てられない場合があります。 
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これは、LOBごとに 1つのロケータしか LOBバッファリング・サブシステムを介して LOB
データを変更できないためです。

入力の宛先ロケータの値は、NULLであるか、または OCIDescriptorAlloc()のコールですでに
割り当てられていなければなりません。 たとえば、次のように宣言するとします。

OCILobLocator *source_loc = (OCILobLocator *) 0;
OCILobLocator *dest_loc = (OCILobLocator *) 0;

アプリケーションでは、source_locロケータを次のように割り当てます。

if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &source_loc,
(ub4) OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
handle_error;

次に初期化するために、表の LOBを source_locに選択するとします。 この場合、アプリ
ケーションでは、次のいずれかの処理を行って source_locの値を dest_locに割り当て
ます。

1. 宛先ロケータの値に NULLを渡し、OCILobAssign()を使用して dest_locの領域を割り
当て、ソースをコピーします。

if (OCILobAssign(envhp, errhp, source_loc, &dest_loc)) 
handle_error;

2. dest_locを割り当て、事前に割り当てた宛先ロケータを OCILobAssign()に渡します。

if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dest_loc,
(ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
handle_error;

if (OCILobAssign(envhp, errhp, source_loc, &dest_loc)) 
handle_error;

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobIsEqual()、OCILobLocatorIsInit()、OCILobEnableBuffering()
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OCILobCharSetForm()

用途
LOBロケータのキャラクタ・セット・フォームを取得する。

構文
sword OCILobCharSetForm ( OCIEnv                *envhp, 
                          OCIError           *errhp, 
                          CONST OCILobLocator   *locp, 
                          ub1                   *csfrm );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

locp (IN)
キャラクタ・セット・フォームを取得するための LOBロケータ。

csfrm (OUT)
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット・フォーム。 入力ロケータが BLOBまたは BFILE
用の場合、バイナリ LOB/FILEにはキャラクタ・セットという概念がないため csfrm には 0
（ゼロ）が設定されます。 コール側は、csfrm ub1用の領域を割り当てる必要があります。

コメント
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット・フォームを csfrm出力パラメータに戻します。 こ
の関数は、文字 LOB型 (つまり CLOBおよび NCLOB)にだけ有効です。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobCharSetId()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobCharSetId()

用途
LOBロケータのキャラクタ・セット IDを取得する。

構文
sword OCILobCharSetId ( OCIEnv                  *envhp, 
                        OCIError           *errhp, 
                        CONST OCILobLocator   *locp, 
                        ub2                     *csid );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN)
キャラクタ・セット IDを取得するための LOBロケータ。

csid (OUT)
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット ID。 入力ロケータが BLOBまたは BFILE用の場
合、バイナリ LOB/FILEにはキャラクタ・セットという概念が ないため csid には 0（ゼロ）
が設定されます。 コール側は、csid ub2用の領域を割り当てる必要があります。

コメント
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット IDを csid出力パラメータに戻します。

この関数は、文字 LOB型 (つまり CLOBおよび NCLOB)にだけ有効です。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobCharSetForm()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobCopy()

用途
LOB値の全体または一部を別の LOB値にコピーします。

構文
sword OCILobCopy ( OCISvcCtx        *svchp,
                   OCIError         *errhp,
                   OCILobLocator    *dst_locp,
                   OCILobLocator    *src_locp,
                   ub4              amount,
                   ub4              dst_offset,
                   ub4              src_offset );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

dst_locp (IN/OUT)
一意に宛先 LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサーバー
から取得されたロケータでなければなりません。

src_locp (IN)
一意にソース LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサー
バーから取得されたロケータでなければなりません。

amount (IN)
コピー元の LOBからコピー先の LOBへコピーされる適切な最大文字数またはバイト数。

dst_offset (IN)
これは、宛先 LOB用の絶対オフセットです。 キャラクタ LOBでは、LOBの先頭から書込み
を開始する位置までの文字数です。 バイナリ LOBでは、LOBの先頭から書込みを開始する
位置までのバイト数です。 オフセットは 1から始まります。
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src_offset (IN)
これは、ソース LOBの絶対表示オフセットです。 キャラクタ LOBでは LOBの先頭からの文
字数であり、バイナリ LOBではバイト数です。 オフセットは 1から始まります。

コメント
内部 LOB値全体または一部を別の内部 LOB値に指定されたとおりにコピーします。 データ
は、ソースから宛先にコピーされます。 ソース（src_locp）と宛先（dst_locp）LOBはすでに
存在していなければなりません。

宛先のコピー開始位置にすでにデータが存在する場合は、ソース・データによって上書きさ
れます。 宛先のコピー開始位置が現データの末尾の位置を超えている場合は、宛先 LOBの
データの末尾とソースから新たに書き込まれるデータの先頭との間に 0バイト充てん文字
（BLOB用）または空白（CLOB用）が書き込まれます。 新規に書き込むデータが追加先 LOB
の現行の長さよりも大きい場合は、追加先 LOBは、そのデータに合わせて拡張されます。 許
される最大長（4ギガバイト）を超える宛先 LOBの拡張と NULL LOBのコピーはエラーに
なります。

ソースおよび宛先の LOBロケータの型は同じでなければなりません (たとえば、両方 BLOB
または両方 CLOB)。 LOBバッファリングは、ロケータの両方に対して使用不可でなければな
りません。

この関数では、ソースまたは宛先として FILEロケータを受け入れません。

amountパラメータは、コピーする最大量を示します。 指定された量がコピーされる前にソー
ス LOBの末尾に達した場合は、エラーにならずに操作が終了します。 このため、最初に
LOBの長さを判別する必要なく、開始オフセットから LOBの末尾までコピーできます。

注意 : ソース LOBの長さを判断するには、OCILobGetLength()をコールします。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobAppend()、OCILobTrim()、OCILobWrite()



OCILobDisableBuffering()

13-82 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                    

OCILobDisableBuffering()

用途 
入力ロケータの LOBバッファリングを使用禁止にします。 

構文 
sword OCILobDisableBuffering ( OCISvcCtx      *svchp, 
                               OCIError       *errhp, 
                               OCILobLocator  *locp ); 

パラメータ 

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡せるエラー・ハンドル。 

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータ。 

コメント 
入力内部 LOBロケータの LOBバッファリングを使用禁止にします。 次回入力ロケータを通
して LOBに対してデータの読書きを行うときは、LOBバッファリング・サブシステムは使
用されません。 このコールでは、バッファリング・サブシステムで行われた変更は暗黙的に
フラッシュされません。 ユーザーは、OCILobFlushBuffer()をコールして変更を明示的にフ
ラッシュする必要があります。 

この関数は、FILEロケータを受け入れません。

関連関数
OCILobEnableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobFlushBuffer() 
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OCILobEnableBuffering()

用途 
入力ロケータの LOBバッファリングを使用可能にします。 

構文 
sword OCILobEnableBuffering ( OCISvcCtx      *svchp, 
                              OCIError       *errhp, 
                              OCILobLocator  *locp ); 

パラメータ 

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡せるエラー・ハンドル。 

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータ。 

コメント 
入力内部 LOBロケータの LOBバッファリングを使用可能にします。 次回入力ロケータを通
して LOBに対してデータの読書きを行うときは、LOBバッファリング・サブシステムが使
用されます。

ロケータが OCILobCopy()、OCILobAppend()、OCILobErase()、OCILobGetLength()、
OCILobTrim()または OCILobLoadFromFile()のいずれかのルーチンに渡される場合、 そのロ
ケータに対して LOBバッファリングが使用可能になるとエラーが戻されます。

この関数は、FILEロケータを受け入れません。

関連関数
OCILobDisableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobRead()、
OCILobFlushBuffer()
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OCILobErase()

用途
LOBデータの一部を指定のオフセットの位置から消去します。

構文
sword OCILobErase ( OCISvcCtx       *svchp,
                    OCIError        *errhp,
                    OCILobLocator   *locp,
                    ub4             *amount,
                    ub4             offset );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサーバーから
取得されたロケータでなければなりません。 

amount (IN/OUT)
INの場合は消去する文字数またはバイト数です。 OUT実行時には実際に消去された文字 /バ
イト数を示します。

offset (IN)
データの消去を開始する LOB値の先頭からの絶対表示オフセット。 オフセットは 1から始ま
ります。

コメント
内部 LOBデータの一部を指定のオフセットの位置から消去します。 実際に消去した文字数ま
たはバイト数が戻ります。 要求された文字 /バイト数を消去する前に LOB値の末尾に達した
場合、実際に消去された文字 /バイト数と消去を要求した文字 /バイト数は一致しません。

注意 :  BLOBの場合、消去するということは、0（ゼロ）バイトの充てん文字で既存の
LOB値を上書きするということです。 CLOBの場合、空白で上書きされます。
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LOBが NULLの場合、このルーチンは 0文字 /バイトが消去されたことを示します。

この関数は内部 LOBにだけ有効で、FILEには使用できません。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobWrite()
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OCILobFileClose()

用途
オープンされている FILEをクローズします。

構文
sword OCILobFileClose ( OCISvcCtx            *svchp,
                        OCIError           *errhp,
                        OCILobLocator        *filep );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

filep (IN/OUT)
閉じる FILEを参照する FILEロケータのポインタ。

コメント
オープンされている FILEをクローズします。 内部 LOBに対してこの関数をコールするとエ
ラーになります。 FILEが存在していてオープンしていないときは、エラーは戻りません。

この関数は、特定の FILEロケータに対して初めてコールしたときだけ有効です。 同じ FILE
ロケータを使用してこの関数を続けてコールしても何も行われません。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()
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OCILobFileCloseAll()

用途
指定のサービス・コンテキストでオープンしているすべての FILEをクローズします。

構文
sword OCILobFileCLoseAll ( OCISvcCtx   *svchp,
                           OCIError     *errhp);

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

コメント
指定のサービス・コンテキストでオープンしているすべての FILEをクローズします。

内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCILobFileClose()、OCIErrorGet()、OCILobFileExists()、OCILobFileIsOpen()
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OCILobFileExists()

用途
FILEがサーバーの OSに存在するかどうかをテストします。

構文
sword OCILobFileExists ( OCISvcCtx        *svchp,
                         OCIError         *errhp,
                         OCILobLocator    *filep,
                         boolean          *flag );

パラメータ

svchp (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

filep (IN)
ファイルを参照する FILEロケータのポインタ。

flag (OUT)
サーバーに FILEが存在する場合は TRUE、存在しない場合は FALSEを戻します。

コメント
サーバーのファイル・システムに FILEが存在するかどうかをチェックします。

内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileIsOpen()
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OCILobFileGetName()

用途
FILEロケータのディレクトリ・エイリアスおよびファイル名を取得する。

構文
sword OCILobFileGetName ( OCIEnv                   *envhp,
                          OCIError                 *errhp, 
                          CONST OCILobLocator      *filep, 
                          text                     *dir_alias,
                          ub2                      *d_length, 
                          text                     *filename, 
                          ub2                      *f_length );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

filep (IN)
ディレクトリ・エイリアスおよびファイル名を取得するための FILEロケータ。

dir_alias (OUT)
ディレクトリ・エイリアス名が配置されているバッファ。 コール側は、ディレクトリ・エイ
リアス名用の十分な領域を割り当てる必要があります。 ディレクトリ・エイリアスの最大長
は 30バイトです。

d_length (IN/OUT)
次の用途に使用できます。

■ IN: 入力 dir_alias 文字列の長さ

■ OUT: 戻される dir_alias文字列の長さ

filename (OUT)
ファイル名が配置されているバッファ。 コール側は、ファイル名用の十分な領域を割り当て
る必要があります。 ファイル名の最大長は 255バイトです。
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f_length (IN/OUT)
次の用途に使用できます。

■ IN: 入力 filenameバッファの長さ

■ OUT: 戻される filename 文字列の長さ

コメント
この FILEロケータに対応付けられたディレクトリ・エイリアスとファイル名を戻します。

内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCILobFileSetName()、OCIErrorGet()
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OCILobFileIsOpen()

用途
FILEがオープンしているかどうかをテストします。

構文
sword OCILobFileIsOpen ( OCISvcCtx        *svchp,
                         OCIError         *errhp,
                         OCILobLocator    *filep,
                         boolean          *flag );

パラメータ

svchp (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

filep (IN)
対象となる FILEロケータのポインタ。

flag (OUT)
この特定のロケータを使って FILEが開かれた場合は TRUE、開かれなかった場合は FALSE
が戻されます。

コメント
サーバー上のファイルが filep FILEロケータを使用してオープンされたかどうかをチェック
します。

内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

OCILobFileOpen()コマンドに入力 FILEロケータが渡されなかった場合、ファイルはそのロ
ケータによってオープンされていないとみなされます。 ただし、別のロケータがそのファイ
ルをオープンしていることがあります。 オープンは、特定のロケータに関連付けられます。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。
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関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileClose()、OCILobFileCloseAll()
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OCILobFileOpen()

用途
FILEを読取り専用アクセス用にオープンします。

構文
sword OCILobFileOpen ( OCISvcCtx            *svchp,
                       OCIError             *errhp,
                       OCILobLocator        *filep,
                       ub1                  mode );

パラメータ 

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

filep (IN/OUT)
オープンする FILE。 ロケータが FILEを参照していない場合はエラーが発生します。 

mode (IN)
ファイルをオープンするモード。 有効なモードは OCI_FILE_READONLYだけです。

コメント
FILEをオープンする。 FILEは、読込み専用アクセス用にオープンできます。 Oracleを介して
FILEに書き込むことはできません。 内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーにな
ります。

この関数は、特定の FILEロケータに対して初めてコールしたときだけ有効です。 同じ FILE
ロケータを使用してこの関数を続けてコールしても何も行われません。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCILobFileClose()、OCIErrorGet()、OCILobFileIsOpen()、OCILobFileSetName()
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OCILobFileSetName()

用途
FILEロケータ内にディレクトリ・エイリアスとファイル名を設定します。

構文
sword OCILobFileSetName ( OCIEnv             *envhp,
                          OCIError           *errhp,
                          OCILobLocator      **filepp,
                          CONST text         *dir_alias,
                          ub2                d_length, 
                          CONST text         *filename, 
                          ub2                f_length );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

filepp (IN/OUT)
ディレクトリ・エイリアスおよびファイル名を設定する FILEロケータ。

dir_alias (IN)
FILEロケータに設定するディレクトリ・エイリアス名を含むバッファ。

d_length (IN)
入力 dir_aliasパラメータの長さ。

filename (IN)
FILEロケータに設定するファイル名を含むバッファ。

f_length (IN)
入力 filename パラメータの長さ。

コメント
FILEロケータ内にディレクトリ・エイリアスとファイル名を設定します。 
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内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

関連関数
OCILobFileGetName()、OCIErrorGet()
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OCILobFlushBuffer()

用途 
この LOBのすべてのバッファをサーバーにフラッシュするか、もしくは書き込みます。 

構文 
sword OCILobFlushBuffer ( OCISvcCtx       *svchp, 
                          OCIError        *errhp, 
                          OCILobLocator   *locp
                          ub4             flag ); 

パラメータ 

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡せるエラー・ハンドル。 

locp (IN/OUT)
LOBを一意に参照する内部ロケータ。

flag (IN)
OCI_LOB_BUFFER_FREEを設定すると、LOBのバッファ・リソースは、フラッシュの後に
解放されます。 次のコメントを参照してください。

コメント 
入力ロケータによって参照される LOBに関連するバッファリング・サブシステム に加えら
れた変更を、サーバーにフラッシュします。 このルーチンでは、バッファのデータをデータ
ベースの LOBに実際に書き込みます。 LOBバッファリングが入力 LOBロケータに対してあ
らかじめ使用可能でなければなりません。 

このフラッシュ操作のデフォルトでは、別のバッファ LOB操作への再割当て用にバッファ・
リソースは解放されません。 ただし、バッファを明示的に解放する場合は、flagパラメータ
を OCI_LOB_BUFFER_FREEに設定できます。 

バッファの解放による影響はユーザーにはほとんど意識されません。ただし、LOB内の同じ
範囲に次にアクセスするときに、サーバーを往復することになり、バッファ・リソースの取
得および LOBから読み込まれるデータによる初期化のコストもかかります。 このオプション
は、次の状況で使用すると有効です。

■ クライアント環境のオンボード・メモリーが少ない場合。
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■ クライアント・アプリケーションでフラッシュ後のバッファ値を読み込む予定で、 あら
かじめバッファの現在値が必要な値であることがわかっている場合。 この場合、サー
バーからデータを再読込みする必要はありません。

関連関数
OCILobEnableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobRead()、
OCILobDisableBuffering()
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OCILobGetLength()

用途
LOB/FILEの長さを入手します。 

構文
sword OCILobGetLength ( OCISvcCtx      *svchp,
                        OCIError       *errhp,
                        OCILobLocator  *locp,
                        ub4            *lenp );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN)
一意に LOB/FILEを参照する LOB/FILEロケータ。 内部 LOBでは、このロケータは、svchp
に指定したサーバーから取得されたロケータでなければなりません。 FILEの場合は、
OCILobFileSetName()、または SELECT文、OCIObjectPinを使用して設定できます。

lenp (OUT)
出力時、これは LOB/FILEの長さを示します。LOB/FILEが文字 LOBに対して NULLではな
い場合、これは文字数です。バイナリ LOBおよび BFILEに対しては、これは LOB/FILEに
おけるバイト数です。

コメント
LOB/FILEの長さを入手します。 LOBまたは FILEが NULLの場合、長さは未定義です。

FILEの長さが存在する場合、その長さには EOFが含まれます。

長さは BLOBと BFILEではバイト、CLOBでは文字で表されます。 空の内部 LOBの長さは
0（ゼロ）です。 

注意 :  以前の OCILobErase()または OCILobWrite()のコールによって LOBに書き込まれ
た 0（ゼロ）バイトまたは空白の充てん文字も長さの一部としてカウントされています。
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関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileSetName()、OCILobRead()、OCILobWrite()、OCILobCopy()、
OCILobAppend()、OCILobLoadFromFile()
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OCILobIsEqual()

用途
2つの LOB/FILEロケータの同等性を比較します。

構文
sword OCILobIsEqual ( OCIEnv                  *envhp,
                      CONST OCILobLocator     *x,
                      CONST OCILobLocator     *y,
                      boolean                 *is_equal );

パラメータ

envhp (IN)
OCI環境ハンドル。

x (IN)
比較する LOBロケータ。

y (IN)
比較する LOBロケータ。

is_equal (OUT)
LOBロケータが等価の場合は TRUE、等価でない場合は FALSE。

コメント
指定された LOB/FILEロケータの同等性を比較します。 2つの LOB/FILEロケータは、どちら
も同じ LOB/FILE値を参照している場合だけ同等になります。

この関数では、2つの NULLロケータは、同等とはみなされません。

関連関数
OCILobAssign()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobLoadFromFile()

用途 
ファイルの全体または一部を内部 LOBにロード /コピーします。 

構文 
sword OCILobLoadFromFile ( OCISvcCtx        *svchp, 
                           OCIError         *errhp, 
                           OCILobLocator    *dst_locp, 
                           OCILobLocator    *src_locp, 
                           ub4              amount, 
                           ub4              dst_offset, 
                           ub4              src_offset ); 

パラメータ 

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時に診断情報として OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

dst_locp (IN/OUT)
タイプ BLOBまたは CLOB、NCLOBであり得る宛先内部 LOBを一意に参照するロケータ。 

src_locp (IN/OUT)
ソース FILEを一意に参照するロケータ。 

amount (IN)
ロードされる最大バイト数。 

dst_offset (IN)
これは、宛先 LOB用の絶対オフセットです。 キャラクタ LOBでは、LOBの先頭から書込み
を開始する位置までの文字数です。 バイナリ LOBでは、LOBの先頭から読取りを開始する
位置までのバイト数です。 オフセットは 1から始まります。 

src_offset (IN)
これは、ソース FILEにとっての絶対表示オフセットです。 FILEの先頭からのバイト数です。 
オフセットは 1から始まります。 
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コメント 
FILE値の一部またはすべてを指定どおりに内部 LOBにロード /コピーします。 データは、 
ソース FILEから宛先の内部 LOB(BLOB/CLOB)にコピーされます。 FILEデータを CLOB/
NCLOBにコピーするときに、キャラクタ・セットの変換は実行されません。 このため、
FILEデータは、あらかじめデータベースの CLOB/NCLOBと同じキャラクタ・セットでなけ
ればなりません。 これを検証するエラー・チェックは実行されません。 

ソース（src_locp）と宛先（dst_locp）LOBはすでに存在していなければなりません。 宛先の
コピー開始位置にすでにデータが存在する場合は、ソース・データによって上書きされま
す。 宛先のコピー開始位置が現データの末尾の位置を超えている場合は、宛先 LOBの現デー
タの末尾とソースから新たに書き込まれるデータの先頭との間に 0バイト充てん文字
（BLOB用）または空白（CLOB用）が書き込まれます。 新規に書き込むデータが追加先 LOB
の現行の長さよりも大きい場合は、追加先 LOBは、そのデータに合わせて拡張されます。 

許される最大長（4ギガバイト）を超える宛先 LOBの拡張と NULL FILEのコピーはエラー
になります。 

amountパラメータは、ロードする最大量を示します。 指定された量がロードされる前にソー
ス FILEの末尾に達した場合、エラーにならずに操作が終了します。 このため、最初にファ
イルの長さを判別することなく、開始オフセットから FILEの末尾までをロードできます。

関連関数 
OCIErrorGet()、OCILobAppend()、OCILobWrite()、OCILobTrim()、OCILobCopy()、
OCILobGetLength()
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OCILobLocatorIsInit()

用途
指定された LOB/FILEロケータが初期化されているかどうかをテストします。

構文
sword OCILobLocatorIsInit ( OCIEnv               *envhp,
                            OCIError             *errhp,
                            CONST OCILobLocator  *locp,
                            boolean              *is_initialized );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドル

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN)
テスト中の LOB/FILEロケータ。

is_initialized (OUT)
所定の LOB/FILEロケータが初期化されると TRUE、初期化されないと FALSEを戻します。

コメント
指定された LOB/FILEロケータが初期化されているかどうかをテストします。

内部 LOBロケータは、次のいずれかの方法で初期化できます。

■ 非 NULLの LOBをロケータに SELECTする。

■ OCIObjectPin()を使用して非 NULLの LOB属性を含むオブジェクトを確保する。

■ OCIAttrSet()（詳細は、B-25ページの「LOBロケータの属性」 を参照）経由でロケータを
Empty値に設定する。

FILEロケータは、次のいずれかの方法で初期化できます。

■ 非 NULLの FILEをロケータに SELECTする。

■ OCIObjectPin()を使用して非 NULLの FILE属性を含むオブジェクトを確保する。
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■ OCILobFileSetName()をコールする。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobIsEqual()
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OCILobRead()

用途
LOB/FILEの一部をコールの指定どおりにバッファに読み込みます。 

構文
sword OCILobRead ( OCISvcCtx          *svchp,
                   OCIError           *errhp,
                   OCILobLocator      *locp,
                   ub4                *amtp,
                   ub4                offset,
                   dvoid              *bufp,
                   ub4                bufl,
                   dvoid              *ctxp, 
                   OCICallbackLobRead (cbfp)
                                      ( dvoid         *ctxp,
                                        CONST dvoid   *bufp,
                                        ub4           len,
                                        ub1           piece )
                   ub2                csid,
                   ub1                csfrm );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN)
一意に LOB/FILEを参照する LOB/FILEロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサー
バーから取得されたロケータでなければなりません。 

amtp (IN/OUT)
入力時は、読み込まれる文字数（CLOBまたは NCLOBの場合）またはバイト数（BLOBお
よび BFILEの場合）です。 出力時は、実際に読み込まれたバイト数または文字数です。 

読み込まれるバイト数がバッファの長さより大きい場合、LOBは、入力オフセットから
LOBの終わりまであるいは指定されたバイト数までの範囲で、いずれかが先にくるところま
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でストリーム・モードで読み込まれると仮定されています。 入力時にこの値が 0（ゼロ）の
場合、入力オフセットから LOBの末尾までストリーム・モードでデータが読み込まれます。

ストリーム・モード（ポーリングまたはコールバックのいずれかで実行）の場合、LOB値は
入力オフセットから連続して読み込まれます。

データが細分されて読み込まれる場合、*amtpには常に読み込まれた各ピースの長さが含ま
れます。

コールバック関数が定義された場合は、パイプから buflバイトが読み込まれるたびにその
コールバック関数が呼び出されます。 各ピースが bufpに書き込まれます。

コールバック関数が定義されていない場合は、OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻りま
す。 アプリケーションでは、OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻らなくなるまで何度も
OCILobRead()をコールし、LOBのピースを読み込み続けなければなりません。 ピースのサイ
ズを変えながら複数の場所を読み込む場合は、コールごとにバッファ・ポインタと長さを変
えることができます。 

offset (IN)
入力時、これは LOB値の先頭からの絶対表示オフセットです。 キャラクタ LOB(CLOB、
NCLOB)では、LOBの先頭からの文字数、 バイナリ LOB/FILEではバイト数です。 先頭位置
は、1です。

bufp (IN/OUT)
ピースの読込み先バッファのポインタ。buflのメモリー長が割り当てられるとみなされます。 

bufl (IN)
オクテットで示したバッファの長さ。 この値は、次のケースは amtp値とは異なります。

■ CLOBおよび NCLOB（csfrm=SQLCS_NCHAR）の場合、amtpパラメータが文字で指定
されるのに対し、buflパラメータはバイトで指定されます。

■ ユーザーが、単一の大きなバッファを複数の LOB読込み書き込みコールに再使用するよ
う割り当てる場合があります。 この場合、buflが要求された amtpよりも大きい可能性が
あります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキスト。 NULLでもかまいません。

cbfp (IN)
各ピースに対してコールされるように登録できるコールバック。 これが NULLの場合は、
ピースごとに OCI_NEED_DATAが戻ります。 

コールバック関数は、OCI_CONTINUEを戻して読込みを続行する必要があります。 これ以外
のエラー・コードが戻った場合、LOBの読込みは強制終了します。 

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキスト。 NULLでもかまいません。
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bufp (IN/OUT)
ピース用のバッファ・ポインタ。

len (IN)
bufpにおける現行のピースの長さ。

piece (IN)
ピース : OCI_FIRST_PIECEまたは OCI_NEXT_PIECE、OCI_LAST_PIECE。

csid (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット ID

csfrm (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット・フォーム。

コメント
LOB/FILEの一部をコールの指定どおりにバッファに読み込みます。 NULLの LOBまたは
FILEから読み取るとエラーになります。

注意 :  LOBを読み込むか、または書き込む場合、指定されたキャラクタ・セット・
フォーム（csfrm）がロケータのフォームと合致する必要があります。

FILEの場合、サーバー上にすでに OSファイルが存在していて、入力ロケータを使用して
OCILobFileOpen()でオープンされていなければなりません。 OSファイルの読込み許可が
Oracleにあること、およびディレクトリ・オブジェクトの読込み許可がユーザーにあること
が必要です。

OCILobRead()に対してポーリング・モードを使用するとき、ユーザーは最初のコールでは
offsetおよび amtpの値を指定する必要がありますが、その後の OCILobRead()のポーリング・
コールでは指定する必要はありません。

関連項目 : FILEについての追加情報は、『Oracle8アプリケーション開発者ガイド』の
BFILEの説明を参照してください。

LOBの読込みと書込みの使用方法については、D-74ページの「例 5、CLOB/BLOB操
作」 のコード・サンプルを参照してください。

一般的なピース単位 OCI操作については、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobFileSetName()
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OCILobTrim()

用途
LOB値を短い長さにトリムします（切り捨てます）。

構文
sword OCILobTrim ( OCISvcCtx       *svchp,
                   OCIError        *errhp,
                   OCILobLocator   *locp,
                   ub4             newlen );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサーバーから
取得されたロケータでなければなりません。 

newlen (IN)
LOB値の新しい長さ（現行の長さ以下）。 

コメント
LOBデータを指定の長さにトリムします。 

newlenが現在の LOBの長さより長い場合は、エラーが戻されます。

この関数は内部 LOBにだけ有効です。 FILEには使用できません。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobErase()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWrite()
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OCILobWrite()

用途
バッファを LOBに書き込みます。

構文
sword OCILobWrite ( OCISvcCtx       *svchp,
                    OCIError        *errhp,
                    OCILobLocator   *locp,
                    ub4             *amtp,
                    ub4             offset,
                    dvoid           *bufp, 
                    ub4             buflen,
                    ub1             piece,
                    dvoid           *ctxp, 
                    OCICallbackLobWrite      (cbfp)
                                    (/*_
                                    dvoid    *ctxp,
                                    dvoid    *bufp,
                                    ub4      *lenp,
                                    ub1      *piecep */) 
                    ub2             csid,
                    ub1             csfrm );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。 OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この
関数によって OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコー
ルします。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータ。 このロケータは、svchpに指定したサーバーから
取得されたロケータでなければなりません。 

amtp (IN/OUT)
入力時、書き込まれる文字数またはバイト数を取ります。 出力時は、実際に書き込まれたバ
イト数または文字数を戻します。 
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入力時に量が指定されていて、データがピース単位で書き込まれる場合、*amtpにはコール
終了時（最後のピースが書き込まれた時点）に各ピースの長さの合計が格納され、書込み途
中は未定義になります（ピース単位の読込みとは異なることに注意してください）。 指定され
た量がサーバーに送信されない場合、エラーが戻されます。

amtpが 0（ゼロ）の場合、ストリーム転送モードが仮定され、ユーザーが OCI_LAST_PIECE
を指定するまでデータが書き込まれます。

offset (IN)
入力時、これは LOB値の先頭からの絶対表示オフセットです。 キャラクタ LOBでは LOBの
先頭からの文字数であり、バイナリ LOBではバイト数です。 先頭位置は、1です。

bufp (IN)
ピースの書込み元バッファのポインタ。 buflenに渡された値のメモリー長が割り当てられて
いるとみなされます。 データがポーリング・メソッドを使用してピース単位で書き込まれる
場合でも、bufpはこのコールが呼び出された時の LOBの最初のピースを格納する必要があ
ります。 コールバックが使用される場合、データの提供に bufpは使用できません。使用する
とエラーになります。

buflen (IN)
バイトで示したバッファの長さ。 この値は、次のケースは amtp値とは異なります。

■ CLOBおよび NCLOBの場合、amtpパラメータが文字で指定されるのに対し、buflパラ
メータはバイトで指定されます。

■ ユーザーが、単一の大きなバッファを複数の LOB読込み書き込みコールに再使用するよ
う割り当てる場合があります。 この場合、buflが要求された amtpよりも大きい可能性が
あります。

注意 :  このパラメータは 8ビット（1バイト）を仮定します。 現在のプラットフォーム
でこれより長いバイトを使用している場合は、buflenの値をそれに合わせて調整する必
要があります。

piece (IN)
書き込み中のバッファのピース。 このパラメータのデフォルト値は、バッファが単独のピー
スとして書き込まれることを示す OCI_ONE_PIECEです。

ピース単位またはコールバック・モードで可能なその他の値としては、 OCI_FIRST_PIECEお
よび OCI_NEXT_PIECE、OCI_LAST_PIECEなどがあります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキスト。 NULLでもかまいません。

cbfp (IN)
ピース単位書込みで各ピースに対してコールされるように登録できるコールバック。 これが
NULLの場合は、標準ポーリング・メソッドが使用されます。
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コールバック関数は、OCI_CONTINUEを戻して書込みを続行する必要が あります。 これ以
外のエラー・コードが戻った場合、LOBの書込みは強制終了します。 コールバックは、次の
パラメータを取ります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキスト。 NULLでもかまいません。

bufp (IN/OUT)
ピース用のバッファ・ポインタ。

lenp (IN/OUT)
INは、オクテットで示したバッファの長さ、

OUTは、オクテットで示した bufpの現行のピースの長さ。

piecep (OUT)
ピース : OCI_NEXT_PIECEまたは OCI_LAST_PIECE。

csid (IN)
バッファ・データの LOBキャラクタ・セット ID。

csfrm (IN)
バッファ・データの LOBキャラクタ・セット・フォーム。

コメント
バッファを指定どおりに LOBに書き込みます。 LOBにすでにデータが存在する場合は、
バッファに記憶されたデータによって上書きされます。

バッファは、このコールによって単独のピースとして LOBに書き込むことも、コールバッ
クまたは標準ポーリング・メソッドを使用してピース単位で用意することもできます。

注意 :  LOBを読み込むか、または書き込む場合、指定されたキャラクタ・セット・
フォーム（csfrm）がロケータのフォームと合致する必要があります。

OCILobWrite()に対してポーリング・モードを使っているとき、ユーザーは最初のコールで
は offsetおよび amtpの値を指定する必要がありますが、その後の OCILobWrite()のコールで
は指定する必要はありません。

pieceパラメータの値が OCI_FIRST_PIECEである場合、データによっては、コールバックま
たはポーリングを介して提供される必要があります。

cbfpパラメータにコールバック関数が定義された場合は、パイプに 1ピースが書き込まれる
とこのコールバック関数が呼び出され、次のピースが入手されます。 各ピースが bufpから書
き込まれます。

コールバック関数が定義されていない場合、OCILobWrite()は、OCI_NEED_DATAエラー・
コードを戻します。 LOBのピースの書き込みを続けるには、アプリケーションで
OCILobWrite()を再度コールする必要があります。 このモードでは、ピースが別々のサイズで



OCILobWrite()

13-112 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                    

複数の場所に読み込まれる場合は、コールごとにバッファ・ポインタと長さを変えることが
できます。 

pieceパラメータの値が OCI_LAST_PIECEのときは、ポーリングまたはコールバック・メ
ソッドが使用されているかどうかにかかわらず、ピース単位の書込み操作は終了します。

（どの入力方法を使用した場合も）Oracleに渡されるデータの量が、amtpパラメータに指定
された量より少ない場合は、ORA-22993エラーが戻されます。

この関数は内部 LOBにだけ有効です。 FILEは読込み専用なので、取り扱えません。

関連項目 : LOB読込みおよび書込みの詳細は、D-74ページの「例 5、CLOB/BLOB操
作」 のコード・サンプルを参照してください。

一般的なピース単位 OCI操作については、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、 OCILobCopy()
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OCILogoff()

用途
この関数は、OCILogon()で作成された接続およびセッションを終了するために使います。

構文
sword OCILogoff ( OCISvcCtx      *svchp
                  OCIError       *errhp );

パラメータ

svchp (IN)
OCILogon()のコールに使われたサービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

コメント
このコールは、OCILogon()で作成されたセッションおよび接続を終了するために使います。 
サーバーおよびユーザー・セッション、サービス・コンテキスト・ハンドルを暗黙的に解放
します。

注意 : アプリケーションでのログインおよびログアウトの詳細は、2-17ページの「アプ
リケーションの初期化および接続、セッション作成」を参照してください。

関連関数
OCILogon()
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OCILogon()

用途
この関数は、単純ログオン・セッションを作成するときに使用します。

構文
sword OCILogon ( OCIEnv          *envhp,
                 OCIError        *errhp,
                 OCISvcCtx       **svchp,
                 CONST text      *username,
                 ub4             uname_len,
                 CONST text      *password,
                 ub4             passwd_len,
                 CONST text      *dbname,
                 ub4             dbname_len );

パラメータ

envhp (IN)
OCI環境ハンドル。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ポインタ。

username (IN)
ユーザー名。

uname_len (IN)
usernameの長さ。

password (IN)
ユーザーのパスワード。

passwd_len (IN)
passwordの長さ。

dbname (IN)
接続先のデータベース名。
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dbname_len (IN)
dbnameの長さ。

コメント
この関数は、アプリケーションのための単純ログオン・セッションを作成するときに使用し
ます。 

注意 :  より複雑なセッション（TPモニタ・アプリケーションなど）を必要とするユー
ザーは、2-17ページの「アプリケーションの初期化および接続、セッション作成」を参
照してください。

このコールは、渡されたエラーとサービス・コンテキスト・ハンドルの割当てを行います。

このコールは、セッションに関連付けられるサーバーとユーザー・セッション・ハンドルの
暗黙の割当ても実行します。 これらのハンドルは、サービス・コンテキスト・ハンドルに対
して OCIAQEnq()をコールすることにより取り出すことができます。

関連関数
OCILogoff()
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OCIParamGet()

用途
記述ハンドルまたは文ハンドル内の指定位置にあるパラメータの記述子を戻します。

構文
sword OCIParamGet ( CONST dvoid       *hndlp,
                    ub4               htype,
                    OCIError          *errhp,
                    dvoid             **parmdpp,
                    ub4               pos );

パラメータ

hndlp (IN)
文ハンドルまたは記述ハンドル。 OCIParamGet()関数は、このハンドル用のパラメータ記述
子を戻します。 

htype (IN)
handleパラメータに渡されるハンドルのタイプ。 次の型が有効です。

■ OCI_DTYPE_PARM、パラメータ記述子用

■ OCI_HTYPE_COR、複合オブジェクト検索ハンドル用

■ OCI_HTYPE_STMT、文ハンドル用

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

parmdpp (OUT)
posパラメータで与えられた位置におけるパラメータの記述子。

pos (IN)
文ハンドルまたは記述ハンドルにおける位置番号。 この位置にあるパラメータ記述子が戻り
ます。

注意 : 指定位置にパラメータ記述子がない場合は、OCI_NO_DATAが戻ることがありま
す。 
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コメント
このコールは、記述ハンドルまたは文ハンドル内の指定位置にあるパラメータの記述子を戻
します。 パラメータ記述子は、常に OCIライブラリによって内部的に割り当てられます。 パ
ラメータ記述子は読取り専用です。

指定位置にパラメータ記述子がない場合は、OCI_NO_DATAが戻ることがあります。 

パラメータ記述子の属性の詳細は、付録 Bの「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してく
ださい。

関連関数
OCIAQEnq()、OCIAttrSet()、OCIParamSet()
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OCIParamSet()

用途
複合オブジェクト検索ハンドルに複合オブジェクト検索記述子を設定するときに使用しま
す。

構文
sword OCIParamSet ( dvoid          *hndlp,
                    ub4            htype,
                    OCIError       *errhp,
                    CONST dvoid    *dscp,
                    ub4            dtyp,
                    ub4            pos );

パラメータ

hndlp (IN/OUT)
ハンドル・ポインタ。

htype (IN)
ハンドル型。

errhp (IN/OUT)
エラー・ハンドル。

dscp (IN)
複合オブジェクト検索記述子ポインタ。

dtyp (IN)
記述子型。 COR記述子の記述子の型は、OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMPです。

pos (IN)
位置番号。

コメント
このコールは、複合オブジェクト検索ハンドルに指定の複合オブジェクト検索記述子を設定
します。

ハンドルは OCIHandleAlloc()を使って、そして記述子は OCIDescriptorAlloc()を使って、それ
ぞれ前もって割り当てておく必要があります。 記述子の属性は、OCIAttrSet()を使って設定し
ます。
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複合オブジェクト検索の詳細は、8-20ページの「複合オブジェクト検索」を参照してくださ
い。

関連関数
OCIParamGet()
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OCIPasswordChange()

用途
このコールは、アカウントのパスワードの変更を許可します。

構文
sword OCIPasswordChange ( OCISvcCtx     *svchp,
                          OCIError      *errhp,
                          CONST text    *user_name,
                          ub4           usernm_len,
                          CONST text    *opasswd,
                          ub4           opasswd_len,
                          CONST text    *npasswd,
                          sb4           npasswd_len,
                          ub4           mode );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキストへのハンドル。 サービス・コンテキスト・ハンドルは初期化済みで
あり、サーバー・コンテキスト・ハンドルがそれに関連付けられていなければなりません。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

user_name (IN)
ユーザー名を指定します。 これは文字列を指し、その長さは usernm_lenに指定します。 この
パラメータは、サービス・コンテキストがユーザー・セッション・ハンドルを使用して初期
化されている場合は、NULLでなければなりません。

usernm_len (IN)
user_nameで指定されたユーザー名文字列の長さ。 ユーザー名文字列を有効にするには、
usernm_lenは 0（ゼロ）以外でなければなりません。

opasswd (IN)
ユーザーの旧パスワードを指定します。 これは文字列を示し、その長さは opasswd_lenに指
定されます。

opasswd_len (IN)
opasswdで指定された旧パスワード文字列の長さ。 パスワード文字列を有効にするには、
opasswd_lenは 0（ゼロ）以外でなければなりません。
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npasswd (IN)
ユーザーの新しいパスワード。 これは文字列を示し、その長さは npasswd_lenに指定され、
パスワード文字列を有効にするには 0（ゼロ）以外でなければなりません。 パスワードの複
雑さ検証ルーチンがユーザーのプロファイルに指定されていて、それを使って新しいパス
ワードの複雑さが検証されるようになっている場合には、新しいパスワードは検証関数の複
雑さ要件に合致しなければなりません。

npasswd_len (IN)
npasswdで指定された新しいパスワード文字列の長さ。 パスワード文字列を有効にするには、
npasswd_lenは 0（ゼロ）以外でなければなりません。

mode (IN)
OCI_DEFAULTまたは OCI_AUTH、あるいはその両方。 OCI_AUTHを設定すると、次のこと
が発生します。

■ ユーザー・セッション・コンテキストが作成されていない場合は、このコールで作成さ
れ、パスワードが変更されます。 コールが終了しても、ユーザー・セッション・コンテ
キストは消去されません。 ユーザーはログインされたままです。

■ ユーザー・セッション・コンテキストがすでに作成されている場合は、パスワードの変
更だけが実行され、このフラグによるセッションへの影響はありません。 ユーザーはロ
グインされたままです。

コメント
このコールは、アカウントのパスワードの変更を許可します。 このコールは
OCISessionBegin()に類似していますが、次の点が異なります。

■ ユーザー・セッションがすでに確立されている場合は、旧パスワードを使用しているア
カウントを認証した後、パスワードを新規パスワードに変更します。

■ ユーザー・セッションが確立されていない場合は、ユーザー・セッションを確立して旧
パスワードを使用しているアカウントを認証した後、パスワードを新規パスワードに変
更します。

このコールは、アカウントのパスワードが期限切れになり、OCISessionBegin()がエラーまた
はパスワードが期限切れであることを示す警告を戻したときに役に立ちます。 

関連関数
OCISessionBegin()
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OCIServerAttach()

用途
OCI操作の対象となるデータ・ソースへのアクセス・パスを作成します。

構文
sword OCIServerAttach ( OCIServer     *srvhp,
                        OCIError      *errhp,
                        CONST text    *dblink,
                        sb4           dblink_len,
                        ub4           mode );

パラメータ

srvhp (IN/OUT)
このコールにより初期化される未初期化サーバー・ハンドル。 初期化済みのサーバー・ハン
ドルを渡すとエラーが発生します。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

dblink (IN)
使用するデータベース（サーバー）を指定します。 このパラメータは、接続文字列または
サービス・ポイントを指定する文字列を指示します。 接続文字列が NULLの場合、このコー
ルは、デフォルト・ホストに接続します。 dblinkの長さは、dblink_lenで指定します。 dblink
ポインタは、戻り時にコール側によって解放されます。

dblink_len (IN)
dblinkにより指される文字列の長さ。 接続文字列または別名を有効にするには、dblink_lenは
0（ゼロ）以外でなければなりません。

mode (IN)
異なるモードの操作を指定します。 リリース 8.0では、 OCI_DEFAULTが渡されます。 この
モードでは、このサーバー・コンテキストでサーバーに対して行われたコールは、ブロッ
ク・モードで実行されます。 

コメント
このコールは、OCIアプリケーションと特定のサーバー間に関連性を作成するときに使用さ
れます。 
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このコールは、サーバー・コンテキスト・ハンドルを初期化しますが、ハンドルは
OCIHandleAlloc()のコールを使用して事前に割り当てられていなければなりません。

このコールによって初期化されたサーバー・コンテキスト・ハンドルは、OCIAttrSet()の
コールを介してサービス・コンテキストに関連付けることができます。 関連性が作成された
後、そのサーバーに対して OCI操作を実行できます。

複数のサーバーに対してアプリケーションを実行している場合、複数のサーバー・コンテキ
スト・ハンドルを維持できます。 OCI操作は、サービス・コンテキストに現在関連付けられ
ているサーバー・コンテキストに対して実行されます。

例
次のコードは OCIServerAttach()の使用方法の例です。 この例では、サーバー・ハンドルを割
り当て、接続コールを行い、サービス・コンテキスト・ハンドルを割り当て、最後にそれに
サーバー・コンテキストを設定します。

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4)
OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);

OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) 

OCI_HTYPE_SVCCTX, 0, (dvoid **) &tmp);
/* set attribute server context in the service context */
OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) srvhp,

(ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);

関連関数
OCIServerDetach()
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OCIServerDetach()

用途
OCI操作の対象となるデータ・ソースへのアクセスを削除します。

構文
sword OCIServerDetach ( OCIServer   *srvhp,
                        OCIError    *errhp,
                        ub4         mode ); 

パラメータ

srvhp (IN)
未初期化状態にリセットされる初期化済みサーバー・コンテキストへのハンドル。 ハンドル
の割当ては解除されません。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

mode (IN)
異なるモードの操作を指定します。 有効なモードはデフォルト・モード用の OCI_DEFAULT
だけです。 

コメント
このコールは、OCIServerAttach()のコールによって確立された OCI操作の対象となるデー
タ・ソースへのアクセスを削除します。 

関連関数
OCIServerAttach()
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OCIServerVersion()

用途
Oracleサーバーのバージョン文字列を戻します。

構文
sword OCIServerVersion ( dvoid        *hndlp, 
                         OCIError     *errhp, 
                         text         *bufp,
                         ub4          bufsz
                         ub1          hndltype );

パラメータ

hndlp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

bufp (IN)
バージョン情報の復帰先バッファ。

bufsz (IN)
バッファの長さ。

hndltype (IN)
関数に渡されたハンドルのタイプ。

コメント
このコールは、Oracleサーバーのバージョン文字列を戻します。 たとえば、アプリケーショ
ンが 7.3.2サーバーに対して実行されている場合は、バージョン文字列として次のものが戻
ります。

Oracle7 Server Release 7.3.2.0.0 Production Release
PL/SQL Release 2.3.2.0.0 Production
CORE Version 3.5.2.0.0 Production
TNS for SEQUENT DYNIX/ptx: Version 2.3.2.0.0 Production
NLSRTL Version 3.2.2.0.0 Production
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OCISessionBegin()

用途
ユーザー・セッションを作成し、指定のサーバーに対してユーザー・セッションを開始しま
す。

構文
sword OCISessionBegin ( OCISvcCtx     *svchp,
                        OCIError      *errhp,
                        OCISession    *usrhp,
                        ub4           credt,
                        ub4           mode );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキストへのハンドル。 svchpには、有効なサーバー・ハンドルを設定する必
要があります。

errhp (IN)
診断情報取出しへのエラー・ハンドル。

usrhp (IN/OUT)
このコールによって初期化されるユーザー・セッション・コンテキストへのハンドル。

credt (IN)
ユーザー・セッションの作成に使用する資格証明のタイプを指定します。 credtの有効な値は
次のとおりです。

■ OCI_CRED_RDBMS - 資格証明としてデータベースのユーザー名とパスワードを使用し
て認証します。 このコールの前に、ユーザー・セッション・コンテキストに
OCI_ATTR_USERNAMEと OCI_ATTR_PASSWORD属性が設定されていなければなりま
せん。

■ OCI_CRED_EXT - 外部資格証明を使用して認証します。 ユーザー名とパスワードは用意
されません。

mode (IN)
異なるモードの操作を指定します。 次のモードが有効です。

■ OCI_DEFAULT - このモードでは、戻されるユーザー・セッション・コンテキストは、
svchpに指定された同じサーバー・コンテキストとともにだけ設定されます。
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■ OCI_MIGRATE - このモードでは、新しいユーザー・セッション・コンテキストは、別
のサーバー・ハンドルとともにサービス・ハンドルに 設定されます。 このモードは、
ユーザー・セッション・コンテキストを確立します。 移行可能なセッションを作成する
には、サービス・ハンドルが移行不可能なセッションとともにすでに設定されていなけ
ればなりません。 移行可能なセッションの親は、移行不可能なセッションでなければな
りません。

■ OCI_SYSDBA - このモードでは、ユーザーは、SYSDBAアクセス用に認証されます。

■ OCI_SYSOPER - このモードでは、ユーザーは、SYSOPERアクセス用に認証されます。

■ OCI_PRELIM_AUTH - このモードは、ある種の管理タスクを認証するために
OCI_SYSDBAまたは OCI_SYSOPERとともにだけ使用できます。

コメント
OCISessionBegin()コールは、サービス・コンテキスト・ハンドルに設定されたサーバーに対
して、ユーザーを認証するときに使用します。

Oracle8では、サーバー・ハンドルに要求を行う前にそれに対して OCISessionBegin()をコー
ルする必要があります。 OCISessionBegin()は、サーバー・ハンドルによってサービス・コン
テキスト内に指定されたユーザーによる Oracleサーバーへのアクセスだけを認証します。 つ
まり、OCIServerAttach()をコールしてサーバー・ハンドルを初期化した後、指定のサーバー
に対してユーザーを認証するために OCISessionBegin()をコールする必要があります。 

指定のサーバー・ハンドルに対して、最初に OCISessionBegin()をコールしたとき、ユー
ザー・セッションは、移動可能モード (OCI_MIGRATE)では作成されません。

サーバー・ハンドルに対して OCISessionBegin()をコールした後、アプリケーションでは
OCISessionBegin()を再度コールし、別のユーザー・セッション・ハンドルを、別の（または
同じ）資格証明と別の（または同じ）操作モードを使用して初期化できます。 アプリケー
ションでユーザーを OCI_MIGRATEモードで認証する場合、サービス・ハンドルは、移動可
能ではないユーザー・ハンドルにすでに関連付けられている必要があります。 このユー
ザー・ハンドルのユーザー IDは、移動可能なユーザー・セッションの所有者 IDになりま
す。 移動可能なすべてのセッションは、移動可能ではない親セッションを持つ必要がありま
す。

OCI_MIGRATEを指定しない場合、ユーザー・セッション・コンテキストは、svchpに設定
されたサーバー・ハンドルと同じサーバー・ハンドルでしか使用できません。 
OCI_MIGRATEモードを指定した場合、ユーザー認証は、異なるサーバー・ハンドルで設定
されます。 しかし、ユーザー・セッション・コンテキストは、同じデータベース・インスタ
ンスを要求するサーバー・ハンドルでだけ使用できます。 セキュリティ・チェックは、セッ
ションの切替え中に行われます。 プロセスまたは回路は、セッションの所有者 IDが、現在同
じプロセスまたは回路に接続された移動可能ではないセッションのユーザー IDと一致する
場合だけ（セッションの作成者でない限り）、移動可能なセッションに切り替えることがで
きます。

OCI_SYSDBAおよび OCI_SYSOPER、OCI_PRELIM_AUTHは、1次ユーザー・セッション・
コンテキストでだけ使用できます。
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OCISessionBegin()のコール用の資格証明を用意するには、2通りの方法のうち 1つが サポー
トされています。 最初の方法は、OCISessionBegin()に渡されるユーザー・セッション・ハン
ドル内にデータベース認証用の有効なユーザー名とパスワードのペアを用意することです。 
この方法では、OCIAttrSet()を使用して、ユーザー・セッション・ハンドルに対して
OCI_ATTR_USERNAMEおよび OCI_ATTR_PASSWORD属性を設定します。 すると、
OCI_CRED_RDBMSを指定して OCISessionBegin()がコールされます。

注意 : OCISessionEnd()を使ってユーザー・セッション・ハンドルを終了しても、ユー
ザー名とパスワード属性は残留します。その後の OCISessionBegin()のコールにはこれら
をまた使うことができます。 再使用しない場合は、次回の OCISessionBegin()コールの前
に新しい値を設定し直す必要があります。

もう 1つの資格証明の方法は、外部資格証明です。 この方法では、OCISessionBegin()をコー
ルする前に、ユーザー・セッション・ハンドルについて属性を設定する必要はありません。 
資格証明型は OCI_CRED_EXTです。 これは、Oracle7の ‘connect /'構文と等価です。 すでに
OCI_ATTR_USERNAMEおよび OCI_ATTR_PASSWORDに値が設定してある場合、
OCI_CRED_EXTを使用すると、これらの値は無視されます。

例
次のコードは OCISessionBegin()の使用方法の例です。 この例では、ユーザー・セッション・
ハンドルを割り当て、ユーザー名とパスワードを設定し、OCISessionBegin()をコールして、
最後にサービス・コンテキスト内にユーザー・セッションを設定します。

/* allocate a user session handle */
OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, 

(ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"jessica", 

(ub4)strlen("jessica"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"doogie", 

(ub4)strlen("doogie"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp); 
checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,

OCI_DEFAULT)); 
OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)usrhp,

(ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

関連関数
OCISessionEnd()
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OCISessionEnd()

用途
OCISessionBegin()によって作成されたユーザー・セッション・コンテキストを終了します。

構文
sword OCISessionEnd ( OCISvcCtx       *svchp,
                      OCIError        *errhp,
                      OCISession    *usrhp,
                      ub4             mode );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 svchpには、有効なサーバー・ハンドルおよびユー
ザー・セッション・ハンドルを関連付ける必要があります。

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

usrhp (IN)
このユーザーの認証を解除します。 このパラメータが NULLとして渡された場合は、サービ
ス・コンテキスト・ハンドル内のユーザーの認証が解除されます。

mode (IN)
有効なモードは OCI_DEFAULTだけです。

コメント
サービス・コンテキストに関連付けられているユーザー・セキュリティ・コンテキストがこ
のコールによって無効化されます。 ユーザー・セッション・コンテキスト用の記憶領域は解
放されません。 サービス・コンテキストによって指定されたトランザクションが暗黙のうち
にコミットされます。 トランザクション・ハンドルが明示的に割り当てられていて、使用さ
れていない場合は、解放されます。

このユーザーのためにサーバー上に割り当てられていたリソースが解放されます。

ユーザー・セッション・ハンドルは、OCISessionBegin()の次回のコールで再使用できます。

関連関数
OCISessionBegin()
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OCIStmtExecute()

用途
このコールは、アプリケーション要求をサーバーに関連付けます。

構文
sword OCIStmtExecute ( OCISvcCtx           *svchp,
                       OCIStmt             *stmtp,
                       OCIError           *errhp,
                       ub4                 iters,
                       ub4                 rowoff,
                       CONST OCISnapshot   *snap_in,
                       OCISnapshot         *snap_out,
                       ub4                 mode );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

stmtp (IN/OUT)
文ハンドル。 サーバーで実行される文および対応付けられたデータを定義します。 svchpが
Oracle7のサーバーを示しているときに、リリース 8.0でだけサポートされるデータ型のバイ
ンドを持つ文ハンドルを渡しても無効になります。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

iters (IN)
この文が SELECT文以外の文に対して実行される回数。 SELECT文では、itersがゼロ以外の
場合は、文ハンドルに対する定義を行う必要があります。 実行すると、itersが事前定義バッ
ファにフェッチされ、プリフェッチ行カウントに従ってさらに行がプリフェッチされます。 
この関数は、SELECT文以外に対して iters=0の場合はエラーを戻します。

rowoff (IN)
この複数行実行に関連する配列バインドのデータが始まる開始索引。 

snap_in (IN)
これはオプション・パラメータです。 指定する場合は、OCI_DTYPE_SNAP型のスナップ
ショット記述子を指示する必要が あります。 この記述子の内容は、直前のコールの snap_out
パラメータから 取得する必要があります。 この記述子は、SQLが SELECTでない場合は無視
されます。 この機能を使うと、ORACLEへの複数のサービス・コンテキストにより、データ
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ベースのコミット済みデータに対し一貫性のあるスナップショットを見ることができます。 
ただし、あるコンテキストでコミットされていないデータは、同じスナップショットを使用
しても別のコンテキストで参照することはできません。

snap_out (OUT)
このパラメータはオプションです。 指定する場合は、OCI_DTYPE_SNAP型の記述子を指示
する必要があります。 この記述子には、現行の ORACLE「システム変更番号」が入ってい
て、後続の OCIStmtExecute() の呼出しの際に snap_inへの入力として用いることができます。 

mode (IN)
次のモードが有効です。

■ OCI_DEFAULT - このモードで OCIStmtExecute()をコールすると文が実行されます。 ま
た、選択リストに関する記述情報が暗黙的に戻されます。

■ OCI_DESCRIBE_ONLY - このモードは、実行前に問合せを記述する ユーザー用です。 
OCIStmtExecute()をこのモードでコールすると、文は 実行されませんが、選択リスト記
述は戻されます。 パフォーマンスを最大にするために、アプリケーションではデフォル
ト・モードで文を実行し、実行に伴う暗黙的な記述を使用することをお薦めします。

■ OCI_COMMIT_ON_SUCCESS。このモードで文を実行すると、実行が正常に終了する
と、実行後に現行のトランザクションがコミットされます。

■ OCI_EXACT_FETCH - アプリケーションでフェッチされる行数があらかじめ正確にわ
かっているときに使用します。 このモードは Oracle8モード用のプリフェッチをオフに
します。また、実行がコールされる前に定義されていなければなりません。 このモード
を使用すると要求した行がフェッチされた後カーソルが取り消されるため、サーバー側
のリソース使用量を削減できます。

コメント
この関数は、準備された SQL文を実行するために使用します。 アプリケーションは、実行
コールを使用して要求をサーバーに関連付けます。 

SELECT文が実行されると、選択リストの記述がレスポンスとして暗黙的に使用可能 になり
ます。 この記述は、記述およびフェッチ、型変換定義用にクライアント側にバッファ処理さ
れます。 したがって、選択リストの記述は、実行後だけに行うのが最善の方法です。 詳細は、
4-8ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

SELECT文では、一部の結果も暗黙のうちに入手されます。 実行終了の時点で行が受け取ら
れ、バッファ処理されます。 行数が少ない問合せでは、プリフェッチすることでフェッチの
最後に達したときにサーバー内のメモリーが解放され、これによってメモリーの使用量が削
減されるように最適化できます。 プリフェッチする行数を結果セットごとに設定する属性設
定コールが定義されています。

SELECT文では、文ハンドルは、実行終了の時点では、それが実行されたサービス・コンテ
キストに対する参照を暗黙のうちに保持しています。 サービス・コンテキストの完全性は、
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ユーザーに保守の義務があります。 暗黙参照は、文ハンドルが解放されるまたはフェッチが
取り消される、あるいはフェッチ条件の最後に達するまで保持されます。

注意 : OCIStmtExecute()のコール前に SELECT文に対して出力変数が定義されると、
itersによって指定された行数が、定義済み出力バッファに直接フェッチされ、プリ
フェッチ件数と等価であるその他の行がプリフェッチされます。 追加行がない場合、
フェッチは OCIStmtFetch()をコールしないで完了します。

関連関数
OCIStmtPrepare()
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OCIStmtFetch()

用途
問合せから行をフェッチします。

構文
sword OCIStmtFetch ( OCIStmt     *stmtp,
                     OCIError    *errhp, 
                     ub4         nrows,
                     ub2         orientation,
                     ub4         mode );

パラメータ

stmtp (IN)
文（アプリケーション要求）ハンドル。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

nrows (IN)
現行の位置からフェッチされる行数。

orientation (IN)
リリース 8.0での許容値は、デフォルト値でもある OCI_FETCH_NEXTだけです。 

mode (IN)
リリース 8.0では、 OCI_DEFAULTが渡されます。

コメント
プリフェッチされた行で間に合う場合、フェッチ・コールはローカル・コールになります。 
ただしこれは、アプリケーションに対して透過的に行われます。 LOB列が読み込まれる場
合、LOBロケータに対して実行される後続の LOB操作のために、それらのロケータが
フェッチされます。 プリフェッチは、Long列が関係する場合はオフに切り替わります。 

この関数は、データが切り捨てられる場合またはファイルが終了した場合に
OCI_SUCCESS_WITH_INFOを戻します。

関連関数
OCIStmtExecute()
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OCIStmtGetBindInfo()

用途
バインドおよび標識変数名を入手します。

構文
sword OCIStmtGetBindInfo ( OCIStmt      *stmtp,
                           OCIError     *errhp,
                           ub4          size,
                           ub4          startloc,
                           sb4          *found,
                           text         *bvnp[],
                           ub1          bvnl[],
                           text         *invp[],
                           ub1          inpl[],
                           ub1          dupl[],
                           OCIBind      *hndl[] );

パラメータ

stmtp (IN)
文ハンドル。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

size (IN)
各配列の要素数。

startloc (IN)
バインド情報の取得を開始するバインド変数の位置。

found (IN)
絶対値関数（found）は、開始位置にかかわりなく、文のバインド変数の合計数値を与えま
す。 戻されたバインド変数の数が用意された sizeよりも少ない場合は正数に、そうでない場
合は負数になります。

bvnp (OUT)
バインド変数名を保持するポインタの配列。

bvnl (OUT)
各 bvnp要素の長さを保持する配列。
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invp (OUT)
標識変数名を保持するポインタの配列。

inpl (OUT)
各 invp要素の長さを保持するポインタの配列。

dupl (OUT)
バインド位置が複製であるかどうかにより、その要素値が 0または 1になる配列。

hndl (OUT)
バインド位置のバインドが完了している場合にバインド・ハンドルを戻す配列。 重複では、
ハンドルは戻りません。

コメント
このコールは、文が準備された後にバインド変数に関する情報を戻します。 バインド名およ
び標識名、重複バインドかどうかなどの情報があります。 このコールでは、 存在する場合は
関連するバインド・ハンドルも戻します。 重複しないバインド変数の個数ではなく、バイン
ド変数の総数を foundパラメータに設定します。

SELECT INTOリスト変数はバインドとはみなされていないため、この関数には含まれませ
ん。

このコールの前に、OCIStmtPrepare()のコールを使用して文を準備する必要があります。 

このコールは、ローカルで処理されます。

関連関数
OCIStmtPrepare()
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OCIStmtGetPieceInfo()

用途
ピース単位操作用のピース情報を戻します。

構文
sword OCIStmtGetPieceInfo( CONST OCIStmt  *stmtp,
                           OCIError       *errhp,
                           dvoid          **hndlpp,
                           ub4            *typep,
                           ub1            *in_outp,
                           ub4            *iterp, 
                           ub4            *idxp,
                           ub1            *piecep );

パラメータ

stmtp (IN)
戻された OCI_NEED_DATAが実行される際の文。 

errhp (OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

hndlpp (OUT)
バインド、バインドの定義ハンドル、またはそのランタイム・データが要求または提供され
ている定義のポインタを戻します。

typep (OUT)
hndlppが指すハンドルのタイプ。 タイプには、OCI_HTYPE_BIND（バインド・ハンドル用）
または OCI_HTYPE_DEFINE（定義ハンドル用）があります。

in_outp (OUT)
INバインド値に対してデータが必要な場合、OCI_PARAM_INを戻します。 データが OUTバ
インド変数または定義位置値として入手できる場合は OCI_PARAM_OUTが戻ります。

iterp (OUT)
複数行操作の行数を戻します。

idxp (OUT)
PL/SQL配列バインド操作の配列要素の索引。
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piecep (OUT)
OCI_ONE_PIECE、OCI_FIRST_PIECE、OCI_NEXT_PIECE、または OCI_LAST_PIECEのい
ずれかの事前定義値を戻します。 

コメント
実行コールまたはフェッチ・コールにより、動的バインド値か動的定義値、またはピースを
取得するまたは戻す OCI_NEED_DATAが戻されると、OCIStmtGetPieceInfo()により、 バイン
ド・ハンドルまたは定義ハンドル、および反復、索引数値、ピースなどの関連情報が戻され
ます。

OCIStmtGetPieceInfo()の使用方法の詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数
OCIAQEnq()、OCIAQEnq()、OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()、OCIStmtSetPieceInfo()
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OCIStmtPrepare()

用途
このコールは、実行する SQL文または PL/SQL文を準備します。

構文
sword OCIStmtPrepare ( OCIStmt       *stmtp,
                       OCIError      *errhp,
                       CONST text    *stmt, 
                       ub4           stmt_len,
                       ub4           language,
                       ub4           mode );

パラメータ

stmtp (IN)
文ハンドル。

errhp (IN)
診断情報を取り出すエラー・ハンドル。

stmt (IN)
実行される SQL文または PL/SQL文。 NULLで終わる文字列でなければ なりません。 文が実
行される、またはそこからデータがフェッチされる限り、文のテキストに対するポインタが
利用できなければなりません。

stmt_len (IN)
文の長さ。 0（ゼロ）以外でなければなりません。

language (IN)
V7構文、V8構文、またはネイティブ構文を指定します。 可能な値は次のとおりです。

■ OCI_V7_SYNTAX - V7 Oracle解析構文。

■ OCI_V8_SYNTAX - V8 Oracle解析構文。

■ OCI_NTV_SYNTAX - サーバーのバージョンに依存する構文。 

mode (IN)
定義済みモードは、デフォルト・モードの OCI_DEFAULTだけです。 
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コメント
このコールは、OCIアプリケーションで実行する SQL文または PL/SQL文を準備するために
使用します。 OCIStmtPrepare()コールは、アプリケーション要求を定義します。 

これは、純粋にローカル・コールです。 後続のバインド・コールで初期化されるこの文のた
めのデータ値は、この文ハンドルをハング・オフするバインド・ハンドル内に記憶されま
す。

このコールは、この文ハンドルと特定のサーバー間の関連性は作成しません。

このコールの使用方法の詳細は、4-4ページの「文の準備」を参照してください。

関連関数
OCIAQEnq()、OCIStmtExecute()
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OCIStmtSetPieceInfo()

用途
ピース単位操作用のピース情報を設定します。

構文
sword OCIStmtSetPieceInfo ( dvoid             *hndlp,
                            ub4               type,
                            OCIError          *errhp,
                            CONST dvoid       *bufp,
                            ub4               *alenp, 
                            ub1               piece,
                            CONST dvoid       *indp, 
                            ub2               *rcodep ); 

パラメータ

hndlp (IN/OUT)
バインド・ハンドルまたは定義ハンドル。

type (IN)
ハンドルのタイプ。 

errhp (OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

bufp (IN/OUT)
INバインド変数の場合はデータ値またはピースを含む記憶領域のポインタです。それ以外の
場合、bufpは OUTバインドおよび定義変数に対してピースまたはデータ値を取得するため
の記憶領域のポインタです。 名前付きデータ型または REFでは、オブジェクトまたは REF
のポインタが戻ります。

alenp (IN/OUT)
ピースまたは値の長さ。 
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piece (IN)
ピース・パラメータ。 有効な値は次のとおりです。 

■ OCI_ONE_PIECE

■ OCI_FIRST_PIECE

■ OCI_NEXT_PIECE

■ OCI_LAST_PIECE

このパラメータは、INバインド変数でだけ使用されます。

indp (IN/OUT)
標識。 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)と REF(SQLT_REF)用の sb2値のポインタまたは標識
構造体のポインタです。つまり *indpは、データ型に応じて sb2または dvoid*のどちらかに
なります。

rcodep (IN/OUT)
リターン・コード。 

コメント
実行コールにより、動的 IN/OUTバインド値またはピースを取得する OCI_NEED_DATAが
戻されると、OCIStmtSetPieceInfo()により、 バッファ、長さ、どのピースが現在処理されてい
るか、標識、およびこの列のリターン・コードを含むピース情報が設定されます。

OCIStmtSetPieceInfo()の使用方法の詳細は、7-16ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数
OCIAQEnq()、OCIAQEnq()、OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()、OCIStmtGetPieceInfo()
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OCISvcCtxToLda()

用途
V8サービス・コンテキスト・ハンドルを V7 Lda_Defに切り替えます。

構文
sword OCISvcCtxToLda ( OCISvcCtx    *srvhp,
                       OCIError     *errhp,
                       Lda_Def      *ldap );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN/OUT)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。 

ldap (IN/OUT)
このコールによって初期化される Oracle7型 OCIコールのためのログオン・データ領域
（LDA）。 

コメント
Oracle8サービス・コンテキスト・ハンドルと Oracle7 Lda_Defを切り替えます。

この関数は、サービス・コンテキストが正常に初期化された後でだけコールできます。

サービス・コンテキストは、Lda_Defに変換した後、リリース 7.xの OCIコール
(例 : obindps()、ofen())で使用できます。

注意 : 同じサーバー・ハンドルを共有する複数のサービス・コンテキストがある場合、
Oracle7モードは常に 1つのみに可能です。

変換された Lda_Defを OCILdaToSvcCtx()関数に渡すと、このコールの逆の変換ができます。

サーバー・ハンドルまたはサービス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_IN_V8_MODE
属性により、現在のモードが Oracle7モードか Oracle8モードかをアプリケーションで 判断
できます。 詳細は、付録 Bの「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してください。

関連関数
OCILdaToSvcCtx()
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OCITransCommit()

用途
指定のサービス・コンテキストに関連付けられているトランザクションをコミットします。

構文
sword OCITransCommit ( OCISvcCtx    *svchp,
                       OCIError     *errhp,
                       ub4          flags );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

flags (IN)
下記の「コメント」を参照。

コメント
サービス・コンテキストに現在関連付けられているトランザクションをコミットします。 ト
ランザクションがサーバーによるコミットが不可能なグローバル・トランザクションである
場合、このコールは、トランザクションの状態をデータベースから検索し、エラー・ハンド
ルを使用してユーザーに戻します。

アプリケーションが複数のトランザクションを定義している場合、このコールは、サービ
ス・コンテキストに現在関連付けられているトランザクションを操作します。 アプリケー
ションがデータベースの変更時に作成される暗黙ローカル・トランザクションだけを操作し
ている場合は、その暗黙トランザクションがコミットされます。

アプリケーションをオブジェクト・モードで実行している場合、このトランザクションに対
してオブジェクト・キャッシュで変更または更新されたオブジェクトもフラッシュされ、コ
ミットされます。

グローバル・トランザクションの 1フェーズ・コミットを最適化するために flagsパラメー
タが使用されます。 トランザクションが分散型ではない場合、flagsパラメータは無視され、
その値として OCI_DEFAULTを渡すことができます。 2フェーズ・コミットでは、グローバ
ル・トランザクションを管理している OCIアプリケーションは、flagsに対して値
OCI_TRANS_TWOPHASEを渡す必要があります。 デフォルトは 1フェーズ・コミットです。
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正常な状況では、OCITransCommit()は、トランザクションがコミットされたかロールバック
されたかを示すステータスを戻します。 グローバル・トランザクションでは、トランザク
ションがインダウトの状態（つまり、コミットも異常終了もされていない状態）の場合もあ
り得ます。 この場合、OCITransCommit()は、トランザクションのステータスをサーバーから
検索します。 そのステータスが戻ります。

例
次の例は、7-3ページの「単純なローカル・トランザクション」に記述されている単純な
ローカル・トランザクションの使用方法を説明しています。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCIStmt *stmthp;
  dvoid     *tmp;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                52, (dvoid **) &tmp);

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);

  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "SCOTT", strlen("SCOTT"), 
                 "TIGER", strlen("TIGER"), 0, 0);
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  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
  OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary again, but rollback */
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
  OCITransRollback(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数
OCITransRollback()
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OCITransDetach()

用途
トランザクションの連結を解除します。

構文
sword OCITransDetach ( OCISvcCtx    *svchp,
                       OCIError     *errhp,
                       ub4          flags );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTの値を渡す必要があります。

コメント
サービス・コンテキスト・ハンドルからグローバル・トランザクションを連結解除します。 
このコールが終了した時点で、サービス・コンテキスト・ハンドルに現在アタッチされてい
るトランザクションが非活動状態になります。 このトランザクションは、後で
OCITransStart()をコールしながら OCI_TRANS_RESUMEのフラグ値を指定するときに再開
することができます。

トランザクションの連結が解除されると、トランザクションの開始時に OCITransStart()のタ
イムアウト・パラメータに指定された値を使って、サーバーの PMONプロセスによって削
除されるまでブランチを非活動状態にしておける時間が判断されます。

注意 : トランザクションが同一の権限を持っている場合、トランザクションはその連結
を解除したプロセス以外のプロセスによっても再開することができます。

トランザクションが実際に開始される前にこの関数がコールされると、この関数は空命
令になります。

関連関数
OCITransStart()
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OCITransForget()

用途
発見的に完了したグローバル・トランザクションをサーバーに放棄させます。

構文
sword OCITransForget ( OCISvcCtx     *svchp, 
                       OCIError      *errhp,
                       ub4           flags );

パラメータ

svchp (IN)
トランザクションが常駐するサービス・コンテキスト・ハンドル。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTを渡す必要があります。

コメント
発見的に完了したグローバル・トランザクションを放棄します。 サーバーにより、システム
のペンディング状態のトランザクション・テーブルからトランザクションの状態が削除され
ます。

放棄されるトランザクションの XIDがトランザクション・ハンドルの属性として設定されま
す (OCI_ATTR_XID)。

関連関数
OCITransCommit()、OCITransRollback()
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OCITransPrepare()

用途
指定のトランザクションをコミットできるように準備します。

構文
sword OCITransPrepare ( OCISvcCtx    *svchp, 
                        OCIError     *errhp,
                        ub4          flags );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTを渡す必要があります。

コメント
指定のグローバル・トランザクションをコミットできるように準備します。

このコールは、グローバル・トランザクションに対してだけ有効です。

このコールは、トランザクションが変更されていない場合は OCI_SUCCESS_WITH_INFOを
戻します。 エラー・ハンドルは、トランザクションが 読取り専用であることを示します。 
flagsパラメータは、現在使用されていません。 

関連関数
OCITransCommit()、OCITransForget()
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OCITransRollback()

用途
現トランザクションをロールバックします。

構文
sword OCITransRollback ( dvoid        *svchp, 
                         OCIError     *errhp,
                         ub4          flags );

パラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 サービス・コンテキスト・ハンドル内に現在設定され
ているトランザクションがロールバックされます。

errhp (IN)
エラーが起きたとき、詳細情報を得るために OCIErrorGet()に渡されるエラー・ハンドル。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTの値を渡す必要があります。

コメント
カレント・トランザクション（最後の OCITransCommit()以降、または OCISessionBegin()以
降に実行された一連の文として定義される）がロールバックされます。

アプリケーションがオブジェクト・モードで実行されている場合は、このトランザクション
で修正または更新されたオブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトも同様にロールバック
されます。

現在アクティブではないグローバル・トランザクションをロールバックしようとした場合
は、エラーが戻ります。

関連関数
OCITransCommit()
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OCITransStart()

用途
トランザクションの開始を設定します。

構文
sword OCITransStart ( OCISvcCtx    *svchp, 
                      OCIError     *errhp, 
                      uword        timeout,
                      ub4          flags );

パラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドル。 flagsパラメータに新規トランザクションの開始が指定
されている場合は、このコールの終了時点で、サービス・コンテキスト・ハンドル内のトラ
ンザクション・コンテキストが初期化されます。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

timeout (IN)
OCI_TRANS_RESUMEが指定されたときに、トランザクションが再開できるようになるまで
待機する時間（秒）。 OCI_TRANS_NEWが指定された時は、非活動状態が timeoutパラメータ
の指示する秒数続いたトランザクションは、システムによって自動的に中止されます。 トラ
ンザクションは、（OCITransDetach()により）連結解除されたときから OCITransStart()に
よって再開されるまでの間は非活動状態にあります。

flags (IN)
新規トランザクションが開始中か、または既存のトランザクションが再開中であるかを指定
します。 直列可能または読取り専用ステータスも指定します。 複数の値を指定できます。 デ
フォルトでは、読取りトランザクションまたは書込みトランザクションが開始されます。 フ
ラグ値には次のものがあります。

■ OCI_TRANS_NEW - 新規トランザクション・ブランチを開始します。 デフォルトでは、
緊密に結合された移行可能なブランチが開始されます。

■ OCI_TRANS_TIGHT - 緊密に結合されたブランチを明示的に指定します。

■ OCI_TRANS_LOOSE - 疎結合ブランチを指定します。

■ OCI_TRANS_RESUME - 既存のトランザクション・ブランチを再開します。 
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■ OCI_TRANS_READONLY - 読取り専用トランザクションを開始します。

■ OCI_TRANS_SERIALIZABLE - 直列可能トランザクションを開始します。

コメント
この関数は、グローバルまたは直列可能トランザクションの開始を設定します。 flagsパラ
メータに新規トランザクションの開始が指定されている場合は、このコールの終了時点で、
サービス・コンテキスト・ハンドルに現在関連付けられているトランザクション・コンテキ
ストが初期化されます。

トランザクションの XIDがトランザクション・ハンドルの属性として設定されます
(OCI_ATTR_XID)。

例
次の例では、OCIトランザクション・コールを使ってグローバルなトランザクションを操作
する方法を説明します。

例 1
この例では、さまざまなブランチで動作するシングル・セッションを示します。 この概念に
ついては、7-6ページの図 7–2の「複数のブランチ操作のセッション」 を参照してください。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIStmt *stmthp1, *stmthp2;
  OCITrans *txnhp1, *txnhp2;
  dvoid     *tmp;
  XID gxid;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                52, (dvoid **) &tmp);
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  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                52, (dvoid **) &tmp);

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp1, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp2, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);

  /* set the external name and internal name in server handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "demo", 0,
                  OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "txn demo", 0,
                          OCI_ATTR_INTERNAL_NAME, errhp);

  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"scott", 
             (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"tiger", 
             (ub4)strlen("tiger"),OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
                (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* allocate transaction handle 1 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp1,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1;

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp1, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);
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  /* start global transaction 1 with 60 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 60, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
  OCIStmtPrepare(stmthp1, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* allocate transaction handle 2 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp2,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 124, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 124 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 4;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1; 

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp2, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 2 with 90 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 90, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7934, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7934");
  OCIStmtPrepare(stmthp2, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp2, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* Resume transaction 1, increment salary and commit it */
  /* Set transaction handle 1 into the service handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* attach to transaction 1, wait for 10 seconds if the transaction is busy */
  /* The wait is clearly not required in this example because no other      */
  /* process/thread is using the transaction. It is only for illustration    */
  OCITransStart(svchp, errhp, 10, OCI_TRANS_RESUME);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
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  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* attach to transaction 2 and commit it */
  /* set transaction handle2 into the service handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例 2
この例では、同一のトランザクションを共有する複数のブランチ上で動作するシングル・
セッションについて説明します。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIStmt *stmthp;
  OCITrans *txnhp1, *txnhp2;
  dvoid     *tmp;
  XID gxid;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                52, (dvoid **) &tmp);

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);
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  /* set the external name and internal name in server handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "demo", 0,
                  OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "txn demo2", 0,
                          OCI_ATTR_INTERNAL_NAME, errhp);

  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"scott", 
             (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"tiger", 
             (ub4)strlen("tiger"),OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
                (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* allocate transaction handle 1 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp1,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1;

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp1, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 1 with 60 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 60, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
  OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);
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  /* allocate transaction handle 2 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp2,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
            
  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 2] */
  /* The global transaction will be tightly coupled with earlier transaction */
  /* There is not much practical value in doing this but the example */
  /* illustrates the use of tightly-coupled transaction branches */
  /* In a practical case the second transaction that tightly couples with */
  /* the first can be executed from a different process/thread */

  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 2 */
  gxid.data[3] = 2; 

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp2, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 2 with 90 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 90, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  /* This is possible even if the earlier transaction has locked this row */
  /* because the two global transactions are tightly coupled */
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* Resume transaction 1 and prepare it. This will return */
  /* OCI_SUCCESS_WITH_INFO because all branches except the last branch */
  /* are treated as read-only transactions for tightly-coupled transactions */ 

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  if (OCITransPrepare(svchp, errhp, (ub4) 0) == OCI_SUCCESS_WITH_INFO)
  {
    text errbuf[512];
    ub4 buflen;
    sb4 errcode;

    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("OCITransPrepare - %s\n", errbuf);
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  }

  /* attach to transaction 2 and commit it */
  /* set transaction handle2 into the service handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数
OCITransDetach()
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                                                            OCIナビゲーショナル関数と型関数 14-1

14
OCIナビゲーショナル関数と型関数

この章では、Oracle8 Serverから取り出されたオブジェクトをナビゲートするために使う OCI
ナビゲーショナル関数について説明します。 さらに、ここには型記述子オブジェクト (TDO)
を取得するために使う関数の説明も含まれています。 この章には、次の節があります。

■ 概要

■ OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

■ OCIナビゲーショナル関数

注意 : この章で説明する関数は、Oracle8 Enterprise Editionをオブジェクト・オプション
付きで購入した場合にのみ使用可能です。
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概要

オブジェクト・ナビゲーショナル・パラダイムの中では、データは参照によって結合された
オブジェクトのグラフとして表現されます。 このグラフの中のオブジェクトに到達するには、
参照をたどります。 OCIは、オブジェクトに対するナビゲート・インタフェースを Oracle8 
Server内に用意しています。 この章では、これらのコールについて説明します。

OCIオブジェクト環境は、OCI_OBJECTモードでアプリケーションが OCIInitialize()をコー
ルすると初期化されます。

関連項目 : この章で説明されているコールの使用方法の詳細は、第 8章の「OCIオブ
ジェクト・リレーショナル・ プログラミング」および第 11章の「オブジェクトの
キャッシュおよびオブジェクト・ナビゲーション」を参照してください。

オブジェクト型と存続期間
オブジェクト・インスタンスとは、Oracleデータベースに定義されている型のオカレンスで
す。 この節では、OCIでのオブジェクト・インスタンスの記述方法について説明します。 OCI
では、オブジェクト・インスタンスは型、存続期間および参照可能性によって分類されます
（下記の図 14–1を参照してください）。

1. 永続オブジェクトはオブジェクト型のインスタンスの 1つ。 永続オブジェクトは、サー
バー内の表の行中に常駐し、セッション（接続）の継続時間より長く存在できます。 永
続オブジェクトは、オブジェクト識別子を格納するオブジェクト参照によって識別でき
ます。 永続オブジェクトは、そのオブジェクト参照を確保することで取得できます。

2. 一時オブジェクトはオブジェクト型のインスタンス。 一時オブジェクトは、セッション
（接続）の継続時間より長く存在することはできず、一時的な計算結果を格納するため
に使用されます。 一時オブジェクトは、一時オブジェクト識別子を格納するオブジェク
ト参照によって識別できます。

3. 値はユーザー定義型（オブジェクト型またはコレクション型）のインスタンスの 1つで
あるか、ビルトイン Oracle型のいずれか。 オブジェクトとは異なり、オブジェクト型の
値は、参照ではなくメモリー・ポインタによって識別されます。 

値はスタンドアロン値または埋込み値になります。 スタンドアロン値は、通常選択文を発行
することで取得されます。 OCIでは、クライアント・プログラムが SQL文を発行することで
値の中にオブジェクト表の行を選択することも許されています。 したがって、（データベース
内の）参照可能オブジェクトを（参照によって識別できない）値として表現できます。 スタ
ンドアロン値は、オブジェクト内のライン外属性 (VARCHAR、rawなど )またはコレクショ
ン内のライン外要素 (VARCHAR、raw、オブジェクト )にもなり得ます。

埋込み値は、格納インスタンス内に物理的に格納されます。 埋込み値は、オブジェクト内の
インライン属性（数値やネストされたオブジェクトなど）またはコレクション内のインライ
ン要素になることができます。
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すべての値は、OCIでは一時的なものであるとみなされます。OCIは値のデータベースへの
自動フラッシュをサポートしないため、クライアントは、値をデータベースに保存するため
の SQL文を明示的に実行する必要があります。 埋込み値は、格納インスタンスがフラッシュ
されるときにフラッシュされます。

次の図は、型と存続期間によるインスタンスの分類方法を示します。

図 14–1 インスタンスの型と存続期間による分類

各インスタンスの違いを次の表に示します。

永続オブジェクト 一時オブジェクト 値

型 オブジェクト型 オブジェクト型 オブジェクト型、
ビルトイン、
コレクション

最長存続期間 オブジェクトが削除さ
れるまで

セッション セッション

参照可能性 あり あり なし

埋込み可能性 なし なし あり
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用語
この章では、次の用語が使用されます。

1) オブジェクトという用語は、永続オブジェクトおよび一時オブジェクト、オブジェクト型
のスタンドアロン値、オブジェクト型の埋込み値を総称して表現するときに使用されます。

2) 参照可能オブジェクトという用語は、永続オブジェクトまたは一時オブジェクトを指しま
す。

3) スタンドアロン・オブジェクトという用語は、永続オブジェクトまたは一時オブジェク
ト、オブジェクト型のスタンドアロン値を指します。

4) 埋込みオブジェクトという用語は、オブジェクト型の埋込み値を指します。

異なったオブジェクト型を指すときに用いられる用語についての詳細は、8-5ページの「永
続オブジェクトおよび一時オブジェクト、値」を参照してください。

オブジェクトは、作成された（新規作成）、あるいは更新または削除のマークが設定された
場合、ダーティと表現されます。

ナビゲーショナル関数の戻り値
OCIナビゲーショナル関数は、通常次の値を戻します。

この章では、各関数に関する記述に続いて関数固有の戻り情報を説明します。 各関数から戻
される特定のエラー・コードについての情報は、次の節に記述します。

関連項目 : リターン・コードとエラー処理についての詳細は、2-24ページの「エラー処
理」を参照してください。

戻り値 意味

OCI_SUCCESS 操作は成功。

OCI_ERROR 操作は失敗。 関数に渡されたエラー・ハンドルに
対して OCIErrorGet()をコールすることで特定の
エラーを検索できます。

OCI_INVALID_HANDLE 関数に渡された環境またはエラー・ハンドルが
NULL。
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ナビゲーショナル関数エラー・コード
表 14–1には OCIナビゲーショナル関数のそれぞれによって戻されることが可能な外部
Oracleエラー・コードがリストされています。 表の後に各エラーの内容を説明します。

表 14–1 OCIナビゲーショナル関数エラー・コード

関数 発生する可能性のある ORAエラー

OCIObjectNew() 24350, 21560, 21705, 21710

OCIObjectPin() 24350, 21560, 21700, 21702

OCIObjectUnpin() 24350, 21560, 21710

OCIObjectPinCountReset() 24350, 21560, 21710

OCIObjectLock() 24350, 21560, 21701, 21708, 21710

OCIObjectMarkUpdate() 24350, 21560, 21700, 21701, 21710

OCIObjectUnmark() 24350, 21560, 21710

OCIObjectUnmarkByRef() 24350, 21560

OCIObjectFree() 24350, 21560, 21603, 21710

OCIObjectMarkDelete() 24350, 21560, 21700, 21701, 21702, 21710

OCIObjectMarkDeleteByRef() 24350, 21560

OCIObjectFlush() 24350, 21560, 21701, 21703, 21708, 21710

OCIObjectRefresh() 24350, 21560, 21709, 21710

OCIObjectCopy() 24350, 21560, 21705, 21710

OCIObjectGetTypeRef() 24350, 21560, 21710

OCIOjectGetObjectRef() 24350, 21560, 21710

OCIObjectGetInd() 24350, 21560, 21710

OCIObjectExists() 24350, 21560, 21710

OCIObjectIsLocked() 24350, 21560, 21710

OCIObjectIsDirty() 24350, 21560, 21710

OCIObjectPinTable() 24350, 21560, 21705

OCIObjectArrayPin() 24350, 21560

OCICacheFlush() 24350, 21560, 21705

OCICacheRefresh() 24350, 21560, 21705

OCICacheUnpin() 24350, 21560, 21705
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表 14–1 における ORAエラーは、次のような意味を持っています。

■ ORA-21560 - 名前の引数は NULL以外

■ ORA-21600 - パス式が長すぎる

■ ORA-21601 - 属性がユーザー定義型のインスタンスではない

■ ORA-21603 - ダーティ永続オブジェクトは解放できない

■ ORA-21700 - オブジェクトがないか、削除されている

■ ORA-21701 - 無効なオブジェクト

■ ORA-21702 - オブジェクトがキャッシュ内でインスタンシエートされていない

■ ORA-21703 - 未変更のオブジェクトはフラッシュできない

■ ORA-21704 - フラッシュせずにキャッシュまたは接続を終了

■ ORA-21705 - サービス・コンテキストが無効

■ ORA-21708 - 操作は一時オブジェクトでは実行できない

■ ORA-21709 - 操作は現オブジェクトでだけ実行できる

■ ORA-21710 - 関数に無効なポインタまたは値が渡された

■ ORA-22279 - LOBバッファリングが使用可能なときには実行できない操作

■ ORA-22305 - 名前の引数が無効

■ ORA-24350 - この OCIコールは外部サブルーチンからは実行不可

OCICacheFree() 24350, 21560, 21705

OCICacheUnmark() 24350, 21560, 21705

OCIObjectSetAttr() 21560, 21600, 22305, 22279, 21601

OCIObjectGetAttr() 21560, 21600, 22305

表 14–1 OCIナビゲーショナル関数エラー・コード（続き）

関数 発生する可能性のある ORAエラー
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キャッシュおよびオブジェクト関数のためのサーバー往復
個々の OCIキャッシュおよびオブジェクト関数に必要なサーバー往復の回数を表示して
いる表については、付録 Eの「OCI関数のサーバーとの通信の往復」を参照してくださ
い。
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OCI ナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

この節は、それぞれの状況でどの OCIナビゲーショナル・コールを使用する必要があるかが
理解できるようになっています。 表 14-2には、すべてのナビゲーショナル関数がその機能性
によりカテゴリ別にグループ化されています。 このリストには、各コールの名前、その目的
の簡単な説明、関数の完全な説明が記載されているページ番号が含まれています。

表 14-2 OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

関数 用途 ページ

FLUSH または REFRESH OBJECT/CACHE

OCICacheFlush() キャッシュ内の変更済み永続オブジェクトをサーバーにフラッシュす
る。

14-11

OCIObjectFlush() 単一の変更済み永続オブジェクトをサーバーにフラッシュする。 14-23

OCICacheRefresh() 確保されている永続オブジェクトをリフレッシュする。 14-14

OCIObjectRefresh() 永続オブジェクトをリフレッシュする。 14-53

MARK または UNMARK OBJECT/CACHE

OCIObjectMarkDeleteByRef() 参照によって指定されたオブジェクトに削除マークを設定する。 14-40

OCIObjectMarkUpdate() オブジェクトに更新済み /ダーティのマークを付ける。 14-41

OCIObjectMarkDelete() オブジェクトに削除済みのマークを付ける /値インスタンスを削除す
る。

14-38

OCICacheUnmark() キャッシュ内のオブジェクトのマークを解除する。 14-16

OCIObjectUnmark() オブジェクトのマークを解除する。 14-57

OCIObjectUnmarkByRef() 参照によって指定されたオブジェクトのマークを解除する。 14-58

GET OBJECT STATUS

OCIObjectExists() インスタンスの存在ステータスを入手する。 14-22

OCIObjectIsDirty() インスタンスのダーティ・ステータスを入手する。 14-35

OCIObjectIsLocked() インスタンスのロック・ステータスを入手する。 14-36

OCIObjectGetProperty() 特定のオブジェクト・プロパティのステータスを取得する。 14-30
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PIN/UNPIN/FREE

OCIObjectPin() オブジェクトを確保する。 14-46

OCIObjectUnpin() オブジェクトを確保解除する。 14-59

OCIObjectPinCountReset() オブジェクトを確保解除して確保カウントをゼロにする。 14-49

OCICacheUnpin() キャッシュまたは接続で永続オブジェクトを確保解除する。 14-17

OCIObjectArrayPin() 参照の配列を確保する。 14-18

OCIObjectPinTable() 継続時間を指定して表オブジェクトを確保する。 14-51

OCICacheFree() キャッシュ内のオブジェクトを解放する。 14-13

OCIObjectFree() 割当て済みのオブジェクトを解放する。 14-24

その他の関数

OCIObjectCopy() 1つのインスタンスを別のインスタンスにコピーする。 14-20

OCIObjectGetInd() インスタンスの NULL構造体を入手する。 14-28

OCIObjectGetObjectRef() 指定のオブジェクトへの参照を戻す。 14-29

OCIObjectGetTypeRef() インスタンスの TDOへの参照を入手する。 14-34

OCIObjectLock() 永続オブジェクトをロックする。 14-37

OCIObjectNew() 新規インスタンスを作成する。 14-43

型情報アクセサ関数

OCITypeArrayByName() オブジェクト名配列を指定して TDO配列を入手する。 14-61

OCITypeArrayByRef() オブジェクト参照配列を指定して TDO配列を入手する。 14-64

OCITypeByName() オブジェクト名を指定して TDOを入手する。 14-66

OCITypeByRef() オブジェクト参照を指定して TDOを入手する。 14-68

表 14-2 OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンス（続き）

関数 用途 ページ
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OCI ナビゲーショナル関数

この章では、OCIのオブジェクト・ナビゲーショナル・コンポーネントに属する関数につい
て説明します。 関数ごとに次の情報が記載されています。

用途
この関数によって実行されるアクションの簡単な説明。

構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

コメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

パラメータ
各関数のパラメータの説明。 これにはパラメータのモードが含まれます。 パラメータのモー
ドには、次の 3つの値が可能です。

戻り値
上記にリストされた標準リターン・コード以外が関数によって戻される場合の、関数によっ
て戻される値についての説明です。

関連関数
役に立つ可能性がある追加情報を提供する関連コールの一覧です。

モード 説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコールからの戻り
データを受け取るパラメータ
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OCICacheFlush()

用途
この関数は、修正済みの永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。

構文
sword OCICacheFlush ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc, 
                      dvoid               *context,
                      OCIRef              *(*get)
                                          ( dvoid   *context,
                                            ub1     *last ), 
                      OCIRef              **ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

context (IN) [optional]
クライアント・コールバック関数 getへの引数であるユーザー・コンテクストを指定します。 
このパラメータは、ユーザー・コンテキストがない場合、NULLに設定されます。

get (IN) [optional]
フラッシュを必要とするダーティ・オブジェクトのバッチを取り出す反復子として機能する
クライアント定義関数です。 関数が NULLでない場合はこの関数がコールされ、ダーティ・
オブジェクトの参照が入手されます。 これは、クライアント関数が NULL参照を戻すか、
lastパラメータに TRUEが設定されるまで繰り返されます。 クライアント関数が呼び出され
るたびに、get()に contextパラメータが渡されます。 このパラメータは、ユーザー・コール
バックを指定しない場合は NULLにする必要があります。 クライアント関数によって戻され
たオブジェクトがダーティな永続オブジェクトでない場合、そのオブジェクトは無視されま
す。
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クライアント関数から戻されるすべてのオブジェクトは、同一のサービス・コンテキストを
使用する新しいまたは確保済みのものでなければなりません。そうでない場合はエラーが通
知されます。 戻されたオブジェクトは、それらがダーティとマークされた順序でフラッシュ
されることに注意してください。

このパラメータに NULLを渡すと（クライアント定義関数が指定されない場合など）、指定
されたサービス・コンテキストのすべてのダーティ永続オブジェクトが、ダーティとマーク
された順序にフラッシュされます。

ref (OUT) [optional]
オブジェクトのフラッシュでエラーが起きると、(*ref)によってエラーの原因となったオブ
ジェクトを指し示す。 refが NULLの場合、オブジェクトは戻されません。 *refが NULLの場
合は、オブジェクトの参照が割り当てられ、そのオブジェクトを指すように設定されます。 
*refが NULLでない場合は、オブジェクトの参照が指定の領域にコピーされます。 エラーの
原因がダーティ・オブジェクトではない場合は、指定の REFが NULL参照になるように初
期化されます (OCIRefIsNull(*ref)が TRUEになります )。

REFはセッション継続期間 (OCI_DURATION_SESSION)に対して割り当てられます。 
OCIObjectFree()関数を使用すると、アプリケーションは割り当てられた REFを解放できま
す。

コメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュの修正済みの永続オブジェクトをサーバーにフラッ
シュします。 オブジェクトは、新たに作成された順序、あるいは更新か削除のマークが設定
された順序でフラッシュされます。

この関数はネットワークを 1回だけ往復します。

フラッシュの詳細は、OCIObjectFlush()を参照してください。

関連関数
OCIObjectFlush()
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OCICacheFree()

用途
指定した接続に対してキャッシュ内のオブジェクトと値をすべて解放します。

構文
sword OCICacheFree ( OCIEnv              *env,
                     OCIError            *err, 
                     CONST OCISvcCtx     *svc ); 

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

コメント
接続が指定された場合、この関数は、その接続に対して割り当てられている永続オブジェク
トおよび一時オブジェクト値を解放します。 それ以外の場合は、オブジェクト・キャッシュ
内の永続オブジェクトおよび一時オブジェクト値をすべて解放します。 オブジェクトは、確
保カウントに関係なく解放されます。 

インスタンスの解放の詳細は、OCIObjectFree()を参照してください。

関連関数
OCIObjectFree()
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OCICacheRefresh()

用途
キャッシュ内のすべての確保済み永続オブジェクトをリフレッシュします。

構文
sword OCICacheRefresh ( OCIEnv            *env, 
                       OCIError           *err, 
                       CONST OCISvcCtx    *svc,
                       OCIRefreshOpt      option, 
                       dvoid              *context,
                       OCIRef             *(*get)(dvoid *context), 
                       OCIRef              **ref);

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

option (IN) [optional]
OCI_REFRESH_LOADEDが指定されると、そのトランザクションの間にロードされたすべ
てのオブジェクトをリフレッシュ。 オプションが OCI_REFRESH_LOADEDで、パラメータ
getが NULLではない場合、パラメータは無視されます。 

context (IN) [optional]
クライアント・コールバック関数 getへの引数であるユーザー・コンテクストを指定します。 
このパラメータは、ユーザー・コンテキストがない場合、NULLが設定されます。

get (IN) [optional]
リフレッシュされる必要があるオブジェクトのバッチを取り出す反復子として機能するクラ
イアント定義関数。 関数が NULLでない場合はこの関数がコールされ、オブジェクトの参照
が入手されます。 参照が NULLでない場合、オブジェクトはリフレッシュされます。 このス
テップは、この関数から NULL参照が戻されるまで繰り戻されます。 クライアント関数が呼
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び出されるたびに get()に contextパラメータが渡されます。 このパラメータは、ユーザー・
コールバックを指定しない場合は NULLにする必要があります。

ref (OUT) [optional]
オブジェクトのリフレッシュ中にエラーが起きると、（*ref）によってエラーの原因となった
オブジェクトを指し示す。 refが NULLの場合、オブジェクトは戻りません。 *refが NULLの
場合は、オブジェクトの参照が割り当てられ、そのオブジェクトを指すように設定されま
す。 *refが NULLでない場合は、オブジェクトの参照が指定の領域にコピーされます。 エ
ラーの原因がオブジェクトでない場合は、指定の REFが NULL参照になるように初期化さ
れます (OCIRefIsNull(*ref)が TRUEになります )。

コメント
この関数は、すべての確保済み永続オブジェクトをリフレッシュします。

確保が解除されたすべての永続オブジェクトがオブジェクト・キャッシュから解放されま
す。

リフレッシュの詳細は、14-53ページの OCIObjectRefresh()の説明、および 11-10ページの
「オブジェクト・コピーのリフレッシュ」を参照してください。

警告 : オブジェクトがリフレッシュされると、それらのオブジェクトの 2次メモリーが
メモリー内の別の場所に移動することがあります。 このため、このコール前に保存され
た属性へのポインタが無効になる可能性があります。 2次メモリーを使用する属性の例
には、OCIString *および OCIColl *、OCIRaw *があります。

関連関数
OCIObjectRefresh()



OCICacheUnmark()

14-16 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCICacheUnmark()

用途
オブジェクト・キャッシュ内のすべてのダーティ・オブジェクトのマークを解除します。

構文
sword OCICacheUnmark ( OCIEnv            *env, 
                       OCIError          *err,
                       CONST OCISvcCtx   *svc );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。 

コメント
接続が指定された場合、この関数は、その接続内のすべてのダーティ・オブジェクトのマー
クを解除します。 それ以外の場合は、キャッシュ内のすべてのダーティ・オブジェクトの
マークを解除します。 オブジェクトのマーク解除の詳細は、OCIObjectUnmark()を参照してく
ださい。

関連関数
OCIObjectUnmark()



OCICacheUnpin()

                                                                    OCIナビゲーショナル関数と型関数 14-17

OCICacheUnpin()

用途
永続オブジェクトの確保を解除します。

構文
sword OCICacheUnpin ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。 指定された接続のオブジェクトの確保が解除
されます。

コメント
この関数は、所定の接続に対するすべての永続オブジェクトの確保を完全に解除します。

オブジェクトの確保カウントは 0(ゼロ）にリセットされます。

確保と確保解除の詳細は、8-11ページの「オブジェクトの確保」および 8-27ページの「確
保カウントおよび確保解除」を参照してください。

関連関数
OCIObjectUnpin()
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OCIObjectArrayPin()

用途
参照配列を確保します。

構文
sword OCIObjectArrayPin ( OCIEnv            *env, 
                          OCIError          *err, 
                          OCIRef            **ref_array, 
                          ub4               array_size,
                          OCIComplexObject  **cor_array,
                          ub4               cor_array_size, 
                          OCIPinOpt         pin_option, 
                          OCIDuration       pin_duration,
                          OCILockOpt        lock, 
                          dvoid             **obj_array,
                          ub4               *pos );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ref_array (IN)
確保される参照の配列です。 

array_size (IN)
参照の配列にある要素の数です。 

cor_array
確保されるオブジェクトに対応する CORハンドルの配列です。

cor_array_size
cor_arrayにある要素の数です。

pin_option (IN)
確保オプションです。 OCIObjectPin()を参照してください。



OCIObjectArrayPin()

                                                                    OCIナビゲーショナル関数と型関数 14-19

pin_duration (IN)
確保継続時間です。 OCIObjectPin()を参照してください。 

lock (IN)
ロック・オプションです。 OCIObjectPin()を参照してください。

obj_array (OUT)
この引数が NULLでなければ、確保されたオブジェクトをこの配列に戻す。 ユーザーは、
dvoid *型の要素をこの配列に割り当てる必要があります。 この配列のサイズは array_sizeと
同じです。 

pos (OUT)
エラーが起きると、この引数によってエラーの原因となった要素が示されます。 この引数に
は、ref_arrayの第 1要素に対して、1が設定されることを覚えておいてください。

コメント
この関数は、参照配列を確保します。 確保されたすべてのオブジェクトが 1回のネットワー
ク往復でデータベースから検索されます。 ユーザーが出力配列 (obj_array)を指定した場合
は、確保されたオブジェクトのアドレスが配列内の各要素に割り当てられます。

関連関数
OCIObjectPin()1
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OCIObjectCopy()

用途
ソース・インスタンスを宛先インスタンスにコピーします。

構文
sword OCIObjectCopy ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc,
                      dvoid               *source, 
                      dvoid               *null_source, 
                      dvoid               *target, 
                      dvoid               *null_target, 
                      OCIType             *tdo,
                      OCIDuration         duration, 
                      ub1                 option );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルで、その場合にコピー処理が起きるサービス・コン
テキストを指定します。

source (IN)
ソース・インスタンスに対するポインタです。それがオブジェクトであれば、確保される必
要があります。 OCIObjectPin()を参照してください。

null_source (IN)
ソース・オブジェクトの NULL構造体に対するポインタです。

target (IN)
ターゲット・インスタンスに対するポインタです。それがオブジェクトであれば、確保され
る必要があります。 
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null_target (IN)
ターゲット・オブジェクトの NULL構造体に対するポインタです。

tdo (IN)
ソースとターゲットの両方に対する TDOです。 OCIDescribeAny()で検索できます。

duration (IN)
ターゲット・メモリーの割当継続時間です。

option (IN)
このパラメータは現在のところ使用されていません。 0(ゼロ )または OCI_DEFAULTとして
パスします。

コメント
この関数は、sourceインスタンスの内容を targetインスタンスにコピーします。 この関数は、
次のすべてがコピーされるディープ・コピーを実行します。

■ すべての最上位属性（後述の例外参照）

■ 最上位属性から到達可能な（ソースの）すべての 2次メモリー

■ インスタンスの NULL構造体

メモリーは、durationパラメータに指定された継続時間の間、割り当てられます。 

ある種のデータ項目は、コピーされません。 

■ optionパラメータに OCI_OBJECTCOPY_NOREFオプションが指定されている場合は、
ソース内のすべての参照はコピーされません。 ターゲット内の参照には NULLが設定さ
れます。

■ 属性が内部 LOBの場合、ソース・オブジェクトの LOBロケータだけがコピーされます。 
LOBデータのコピーは OCIObjectFlush()がコールされるまで作成されません。 ターゲッ
ト・オブジェクトがフラッシュされるまでは、ソースとターゲットのロケータは共に同
じ LOB値を参照します。

ターゲットまたはターゲットのコンテナ・インスタンスは、事前に作成されていなければな
りません。 これは OCIObjectNew()によって行うことができます。

ソースとターゲット・インスタンスは、同じ型でなければなりません。 ソースとターゲット
が別々のデータベースに置かれている場合は、両方のデータベースに同じ型が存在していな
ければなりません。

関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectExists()

用途
スタンドアロン・インスタンスのメタ属性の存在を戻します。

構文
sword OCIObjectExists ( OCIEnv         *env,
                        OCIError       *err,
                        dvoid          *ins,
                        boolean        *exist ); 

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。 オブジェクトの場合は、確保されていなければなりません。

exist (OUT)
存在 (existance)ステータスの戻り値です。

コメント
この関数は、インスタンスの存在を戻します。 インスタンスが値の場合、この関数は常に
TRUEを戻します。

インスタンスは、スタンドアロン型の永続または一時オブジェクトでなければなりません。

オブジェクトのメタ属性の詳細は、8-16ページの「オブジェクトのメタ属性」を参照してく
ださい。

関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectFlush()

用途
修正済みの永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。

構文
sword OCIObjectFlush ( OCIEnv        *env,
                       OCIError      *err,
                       dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
永続オブジェクトのポインタです。 このコールの前に、オブジェクトが確保されている必要
があります。

コメント
この関数は、修正済みの永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。 フラッシュ時に
は、オブジェクトの排他ロックが暗黙のうちに取得されます。 オブジェクトがサーバーに書
き込まれるときにトリガーを起動できます。 この関数は、一時オブジェクトと値、および修
正されていない永続オブジェクトではエラーを戻します。

サーバーでのトリガーによってオブジェクトを修正できます。 キャッシュにあるオブジェク
トをデータベースと整合性を保つようにするため、アプリケーションによってキャッシュに
あるオブジェクトを解放したり、リフレッシュしたりできます。

フラッシュするオブジェクトに内部 LOB属性があり、その LOB属性が OCIObjectCopy()ま
たは OCILobAssign()のためか、あるいは別の LOBロケータの割り当てのために変更された
場合は、このフラッシュは、割当て時にソース LOBにあった LOB値のコピーか、または内
部 LOBのロケータかオブジェクトのコピーを作成します。

関連関数
OCIObjectPin(), OCICacheFlush()
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OCIObjectFree()

用途
オブジェクト・インスタンスの解放と確保解除を行います。

構文
sword OCIObjectFree ( OCIEnv          *env, 
                      OCIError        *err, 
                      dvoid           *instance, 
                      ub2             flags );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
スタンドアロン・インスタンスに対するポインタです。 オブジェクトの場合は、確保されて
いなければなりません。

flags (IN)
OCI_OBJECTFREE_FORCEが引き渡された場合は、オブジェクトが確保されているかダー
ティであっても解放します。 OCI_OBJECTFREE_NONULLが引き渡されると、NULL構造体
は解放されません。 

コメント
この関数は、オブジェクト・インスタンスのために割り当てられたすべてのメモリーの割当
てを解除します（NULL構造体も含まれます）。 インスタンスの型によって、次の規則が適用
されます。

永続オブジェクト
この関数は、フラッシュされていないダーティ永続オブジェクトをクライアントが解放しよ
うとした場合はエラーを戻します。 クライアントは、永続オブジェクトをフラッシュするか、
マークを解除するか、flagsパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEを設定する必要があり
ます。
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この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除できるかどうかを調べるために
OCIObjectUnpin()を 1回コールします。 成功した場合は、関数の残りを続行しオブジェクト
を解放します。 失敗した場合は、flagパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEが設定されて
いない限りエラーが戻ります。

メモリー内の永続オブジェクトを解放しても、そのオブジェクトのサーバー側での永続状態
が変化することはありません。 たとえば、オブジェクトが解放された後でも、そのオブジェ
クトはロックされたままになります。

一時オブジェクト
この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除できるかどうかを調べるために
OCIObjectUnpin()を 1回コールします。 成功した場合は、関数の残りを続行しオブジェクト
を解放します。 失敗した場合は、flagパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEが設定されて
いない限りエラーが戻ります。 

値
オブジェクトのメモリーがただちに解放されます。 

関連関数
OCICacheFree()
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OCIObjectGetAttr()

用途
オブジェクトの属性を検索します。

構文
sword OCIObjectGetAttr ( OCIEnv             *env,
                         OCIError           *err,
                         dvoid              *instance, 
                         dvoid              *null_struct, 
                         struct OCIType     *tdo,
                         CONST text         **names, 
                         CONST ub4          *lengths, 
                         CONST ub4          name_count, 
                         CONST ub4          *indexes, 
                         CONST ub4          index_count, 
                         OCIInd             *attr_null_status, 
                         dvoid              **attr_null_struct, 
                         dvoid              **attr_value, 
                         struct OCIType     **attr_tdo );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
オブジェクトへのポインタです。

null_struct (IN)
オブジェクトまたは配列の NULL構造体です。

tdo (IN)
TDOへのポインタです。

names (IN)
属性名の配列です。 パス式に属性名を指定するために使用します。
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lengths (IN)
属性名長の配列です。 

name_count (IN)
配列名の要素の数です。

indexes (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。 (ub4 *)0でパスします。

index_count (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。 (ub4)0でパスします。

attr_null_status (OUT)
属性タイプがプリミティブの場合、属性は NULL状態です。 

attr_null_struct (OUT)
オブジェクトまたは収集属性の NULL構造です。

attr_value (OUT)
属性値へのポインタです。

attr_tdo (OUT)
属性の TDOに対するポインタです。

コメント
この関数は、オブジェクトまたは配列から値を取得します。 パラメータ instanceがオブジェ
クトを示すと、パス式はそのオブジェクトの属性の位置を指定します。 オブジェクトが確保
され、戻された値はオブジェクトの確保が解除されるまで有効であるとみなされます。

関連関数
OCIObjectSetAttr()



OCIObjectGetInd()

14-28 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCIObjectGetInd()

用途
スタンドアロン・インスタンスの NULL構造体を入手します。

構文
sword OCIObjectGetInd ( OCIEnv        *env, 
                        OCIError      *err, 
                        dvoid         *instance, 
                        dvoid         **null_struct );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
NULL構造体を取り込み中のインスタンスへのポインタです。 インスタンスは、スタンドア
ロン型でなければなりません。 instanceがオブジェクトの場合は、事前に確保されていなけれ
ばなりません。

null_struct (OUT)
インスタンスの NULL構造体です。

コメント
この関数は、インスタンスの NULL構造体を戻します。

関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectGetObjectRef()

用途
指定の永続オブジェクトへの参照を戻します。

構文
sword OCIObjectGetObjectRef ( OCIEnv        *env, 
                              OCIError      *err,
                              dvoid         *object, 
                              OCIRef        *object_ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタです。 事前に確保されていなければなりません。

object_ref (OUT)
objectに指定されているオブジェクトへの参照です。 参照は、事前に割り当てられていなけ
ればなりません。 これは、OCIObjectNew()によって実行できます。

コメント
この関数は、オブジェクトのポインタによって指定された特定の永続オブジェクトへの参照
を戻します。 

（オブジェクトではなく）値をこの関数に引き渡すと、エラーになります。

関連項目 : オブジェクトのメタ属性の詳細は、8-16ページの「オブジェクトのメタ属
性」を参照してください。

関連関数
OCIObjectNew(), OCIObjectPin()
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OCIObjectGetProperty()

用途
オブジェクトの指定されたプロパティを取り出します。

構文
sword OCIObjectGetProperty ( OCIEnv              *envh, 
                             OCIError            *errh, 
                             CONST dvoid         *obj, 
                             OCIObjectPropId     propertyId,
                             dvoid               *property, 
                             ub4                 *size );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

obj (IN)
そのプロパティが戻されるオブジェクトです。

propertyId (IN) 
目的のプロパティを識別する識別子です（次のコメント参照）。

property (OUT)
そこへ目的のプロパティがコピーされるバッファです。

size (IN/OUT)
入力の際は、コーラーから引き渡されるプロパティ・バッファのサイズがこのパラメータに
よって指定されます。

出力の際は、戻されるプロパティのバイトでのサイズがこれに含まれます。 このパラメータ
は、（たとえば、OCI_OBJECTPROP_SCHEMA, OCI_OBJECTPROP_TABLEのような）文字
列型のプロパティだけに必要です。 非文字列型のプロパティの場合は、サイズが固定なので
このパラメータは無視されます。
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コメント
この関数によりオブジェクトの指定されたプロパティが戻されます。 目的のプロパティは
propertyIdで識別されます。 プロパティの値は propertyにコピーされ、文字列型プロパティの
場合は、文字列のサイズが sizeによって戻されます。 

オブジェクトは、その存続期間と参照可能性に基づいて永続、一時、値に分類されます。 プ
ロパティのいくつかは永続オブジェクトのみに適用され、また他のプロパティは永続オブ
ジェクトと一時オブジェクト（の両方）に適用されます。 指定したオブジェクトに適用され
ないプロパティを取得しようとすると、エラーが戻されます。 このようなエラーを回避する
には、まずそのオブジェクト（の OCI_OBJECTPROP_LIFETIMEプロパティ）が永続、一
時、値のどれかであるかをチェックし、それに基づいてその他のプロパティを適切に問い合
わせるようにします。

異なるプロパティ Idとそれに対応する property引数の型を次に示します。

OCI_OBJECTPROP_LIFETIME 
このプロパティによって指定されたオブジェクトが永続オブジェクトか、一時オブジェクト
か、値のインスタンスかが識別されます。 property引数は型 OCIObjectLifetimeの変数に対す
るポインタでなければなりません。 可能な値は、次のとおりです。

■ OCI_OBJECT_PERSISTENT

■ OCI_OBJECT_TRANSIENT

■ OCI_OBJECT_VALUE

OCI_OBJECTPROP_SCHEMA
このプロパティにより、その中にオブジェクトが存在する表のスキーマ名が戻されます。 指
定されたオブジェクトが一時的インスタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻され
ます。 スキーマ名の保持に入力バッファのサイズが足りない場合は、エラーが戻され、エ
ラーメッセージで必要なサイズが表示されます。 成功した場合は、戻り値のスキーマ名のサ
イズがバイト単位で sizeを使って戻されます。 property引数は、タイプ textの配列で、コー
ラーは、その sizeをバイト数で配列のサイズに設定しなければなりません。

OCI_OBJECTPROP_TABLE 
このプロパティによってそこにオブジェクトが存在する表名が戻されます。 指定されたオブ
ジェクトが一時的インスタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻されます。 表名の
保持に入力バッファが足りない場合は、エラーが戻され、エラー・メッセージで必要なサイ
ズが表示されます。 成功した場合は、戻り値のスキーマ名のサイズがバイト単位で sizeに
よって戻されます。 property引数は、タイプ textの配列で、コーラーは、その sizeをバイト
数で配列のサイズに設定しなければなりません。 

OCI_OBJECTPROP_PIN_DURATION 
このプロパティによってオブジェクトの確保継続時間が戻されます。 指定されたオブジェク
トが値のインスタンスを指し示している場合は、エラーが戻されます。 property引数は、タ
イプ OCIDurationの変数へのポインタでなければなりません。 有効な値は、次のとおりで
す。
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■ OCI_DURATION_SESSION

■ OCI_DURATION_TRANS

継続時間の詳細は、11-13ページの「オブジェクトの継続時間」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_ALLOC_DURATION
このプロパティによりオブジェクトの割当継続時間が戻されます。 property引数は、タイプ
OCIDurationの変数へのポインタでなければなりません。 次の値が有効です。

■ OCI_DURATION_SESSION

■ OCI_DURATION_TRANS

継続時間の詳細は、11-13ページの「オブジェクトの継続時間」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_LOCK
このプロパティによってオブジェクトのロック・ステータスが戻されます。 可能なロック・
ステータスは OCILockOptによって列挙されます。 指定されたオブジェクトが一時的インス
タンスまたは値インスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。 property引数は型
OCILockOptの変数へのポインタでなければなりません。 オブジェクトのロック・ステータ
スは、OCIObjectIsLocked()関数をコールすることでも取り出せます。 次の値が有効です。

■ OCI_LOCK_NONE - ロックなし

■ OCI_LOCK_X - 排他的ロック

OCI_OBJECTPROP_MARKSTATUS
このプロパティによってダーティ・ステータスが戻され、オブジェクトが新規のオブジェク
トであるか、更新されたオブジェクトであるか、それとも削除されたオブジェクトであるか
が示されます。 指定されたオブジェクトが一時的インスタンスまたは値インスタンスをポイ
ントする場合、エラーが戻されます。 この property引数は OCIObjectMarkStatus型でなけれ
ばなりません。 次の値が有効です。

■ OCI_OBJECT_NEW

■ OCI_OBJECT_DELETED

■ OCI_OBJECT_UPDATED

次のマクロを使ってマーク・ステータスをテストすることが可能です。

■ OCI_OBJECT_IS_UPDATED(flag)

■ OCI_OBJECT_IS_DELETED(flag)

■ OCI_OBJECT_IS_NEW(flag)

■ OCI_OBJECT_IS_DIRTY(flag)
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OCI_OBJECTPROP_VIEW
このプロパティによって指定されたオブジェクトがビュー・オブジェクトであるかどうかが
識別されます。 戻されたプロパティ値が TRUEであれば、オブジェクトがビューであり、そ
うでない場合はビューではありません。 指定されたオブジェクトが一時的インスタンスまた
は値インスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。 この property引数の型はブー
ル式でなければなりません。

関連関数
OCIObjectLock(), OCIObjectMarkDelete(), OCIObjectMarkUpdate(), OCIObjectNew(), 
OCIObjectPin()
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OCIObjectGetTypeRef()

用途
スタンドアロン・インスタンスの TDOへの参照を戻します。

構文
sword OCIObjectGetTypeRef ( OCIEnv        *env, 
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *instance, 
                            OCIRef        *type_ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
スタンドアロン・インスタンスに対するポインタです。 これはスタンドアロン型でなければ
ならず、オブジェクトの場合は事前に確保されていなければなりません。

type_ref (OUT)
オブジェクトの型に対する参照です。 参照は事前に割り当てられていなければなりません。 
これは、OCIObjectNew()によって実行できます。

コメント
この関数は、スタンドアロン・インスタンスの型記述子オブジェクト (TDO)への参照を戻し
ます。

関連関数
OCIObjectNew(), OCIObjectPin()
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OCIObjectIsDirty()

用途
オブジェクトにダーティ・マークが設定されているかどうかをチェックします。

構文
sword OCIObjectIsDirty ( OCIEnv       *env,
                         OCIError     *err, 
                         dvoid        *ins,
                         boolean      *dirty );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。

dirty (OUT)
ダーティ・ステータスに対する値を戻します。

コメント
この関数に渡すインスタンスはスタンドアロンでなければなりません。 インスタンスがオブ
ジェクトの場合、そのインスタンスは確保されていなければなりません。

この関数は、インスタンスのダーティ・ステータスを戻します。 インスタンスが値の場合、
この関数は常に FALSEを戻します。

関連関数
OCIObjectMarkUpdate(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectIsLocked()

用途
オブジェクトのロック・ステータスを入手します。

構文
sword OCIObjectIsLocked ( OCIEnv       *env, 
                          OCIError     *err, 
                          dvoid        *ins,
                          boolean      *lock );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。 インスタンスはスタンドアロン型でなければならず、オブ
ジェクトの場合は確保されていなければなりません。

lock (OUT)
ロック・ステータスに対する値を戻します。

コメント
この関数は、インスタンスのロック・ステータスを戻します。 インスタンスが値の場合、こ
の関数は常に FALSEを戻します。

関連関数
OCIObjectLock(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectLock()

用途
永続オブジェクトをサーバー側でロックします。

構文
sword OCIObjectLock ( OCIEnv        *env, 
                      OCIError      *err, 
                      dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
ロックされている永続オブジェクトへのポインタです。 事前に確保されていなければなりま
せん。

コメント
この関数は、永続オブジェクトをサーバー側でロックします。 オブジェクトが一時オブジェ
クトか値の場合は、この関数によりエラーが戻されます。

オブジェクトのロックの詳細は、11-12ページの「更新するためのオブジェクトのロック」
を参照してください。

この関数は、オブジェクトが存在しない場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIObjectPin(), OCIObjectIsLocked(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectMarkDelete()

用途
インスタンスのポインタを指定してスタンドアロン・インスタンスに削除マークを設定しま
す。

構文
sword OCIObjectMarkDelete ( OCIEnv        *env, 
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *instance );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
インスタンスへのポインタです。 これはスタンドアロン型でなければならず、オブジェクト
の場合は確保されていなければなりません。

コメント
この関数は、スタンドアロン・インスタンスのポインタを受け取り、そのオブジェクトに削
除マークを設定します。 オブジェクトは、次の規則に従って解放されます。

永続オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトのメモリーは解放されません。 オ
ブジェクトは、そのオブジェクトがフラッシュされたときにサーバー内で削除されます。

一時オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトのメモリーは解放されません。

値
この関数は、ただちに値を解放します。 
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関連関数
OCIObjectMarkDeleteByRef(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectMarkDeleteByRef()

用途
オブジェクトの参照を指定してオブジェクトに削除マークを設定します。

構文
sword OCIObjectMarkDeleteByRef ( OCIEnv         *env, 
                                 OCIError       *err, 
                                 OCIRef         *object_ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object_ref (IN)
削除されるオブジェクトへの参照です。

コメント
この関数は、オブジェクトへの参照を受け取り、object_refによって指定されたオブジェクト
に削除マークを設定します。 オブジェクトはマーク付けされて、次のように解放されます。

永続オブジェクト
オブジェクトがロードされていない場合は、一時オブジェクトが作成され、それに対して削
除マークが設定されます。 それ以外の場合は、オブジェクトに削除マークが設定されます。 

オブジェクトは、そのオブジェクトがフラッシュされたときにサーバー内で削除されます。

一時オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトは、確保が解除されるまで解放さ
れません。

関連関数
OCIObjectMarkDelete(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectMarkUpdate()

用途
永続オブジェクトを更新済あるいは 'ダーティ 'とマークします。

構文
sword OCIObjectMarkUpdate ( OCIEnv        *env,
                         OCIError      *err, 
                         dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタで、それが既に確保されている必要があります。

コメント
この関数により、永続オブジェクトが更新済あるいは 'ダーティ 'とマークされます。次の
特別ルールがオブジェクトの異なった型に適用されます。 オブジェクトのダーティ・ステー
タスは、OCIObjectIsDirty()をコールすることでチェックできます。

永続オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトに更新マークを設定します。 永続オブジェクトは、
オブジェクト・キャッシュがフラッシュされたときにサーバーに書き込まれます。 この関数
は、オブジェクトのロックもフラッシュも行いません。 削除済みオブジェクトを更新しよう
とするとエラーが発生します。 

オブジェクトの更新マークの設定とフラッシュが実行された後、オブジェクトがフラッシュ
後もダーティになっている場合は、この関数を再度コールしてオブジェクトに更新マークを
設定する必要があります。
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一時オブジェクト
この関数は、指定された一時オブジェクトに更新マークを設定します。 一時オブジェクトは、
サーバーには書き込まれません。 削除済みオブジェクトを更新しようとするとエラーが発生
します。

値
値に対しては何も行われません。

この関数の使用法の詳細は、8-13ページの「オブジェクトのマークおよび変更のフラッ
シュ」を参照してください。

関連関数
OCIObjectPin(), OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectNew()

用途
スタンドアロン・インスタンスを作成します。

構文
sword OCIObjectNew ( OCIEnv            *env, 
                     OCIError          *err, 
                     CONST OCISvcCtx   *svc, 
                     OCITypeCode       typecode,
                     OCIType           *tdo, 
                     dvoid             *table,
                     OCIDuration       duration,
                     boolean           value,
                     dvoid             **instance ); 

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN) [optional]
OCIサービス・ハンドルです。 プログラムでインスタンスの継続時間と OCIサービスを関連
付ける（例 : トランザクションのコミット時に文字列を解放する）場合は、これを必ず指定
します。 このパラメータは、TDOが指定された場合は無視されます。 

typecode (IN)
インスタンスの型の型コードです。 詳細は、3-23ページの「型コード」を参照してください。

tdo (IN) [optional]
型記述子オブジェクトに対するポインタです。 TDOは、作成されるインスタンスの型を記述
します。 TDOの取得の詳細は、OCITypeByName()を参照してください。 TDOは、名前付きの
型（オブジェクトやコレクションなど）を作成する時は必須です。

table (IN) [optional]
サーバーにある表を指定している表オブジェクトに対するポインタです。 表を指定しない場
合は、このパラメータに NULLを設定できます。 作成するインスタンスの型（永続および一
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時、値）を表オブジェクトと TDOを使用して判断する方法は、この後の説明を参照してく
ださい。 表オブジェクトの検索については、OCIObjectPinTable()を参照してください。

duration (IN)
これはオーバーロードされたパラメータです。 このパラメータの使用方法は、作成されるイ
ンスタンスの種類によって決まります。

■ 永続オブジェクト。 このパラメータは、確保継続時間を指定します。

■ 一時オブジェクト。 このパラメータは、割当て継続時間および確保継続時間を指定
します。 

■ 値。 このパラメータは、割当て継続時間を指定します。 

value (IN)
作成されたオブジェクトが値かどうかを指定します。 TRUEの場合は値が作成されます。 そ
れ以外の場合は、参照可能オブジェクトが作成されます。 インスタンスがオブジェクトでは
ない場合、このパラメータは無視されます。

instance (OUT)
新規に作成されたインスタンスのアドレスです。

コメント
この関数は、型コードまたは TDOによって指定された型のインスタンスを新たに作成しま
す。 パラメータ typecode(または tdo )および value、tableに基づいて、異なる種類のインスタ
ンスを作成できます。

型コードの詳細は、3-23ページの「型コード」を参照してください。

この関数は、インスタンスのトップ・レベル・メモリーの固まりを割り当てます。 トップ・
レベル・メモリーにある属性が初期化されます（たとえば varchar2の属性が長さゼロ（0）
の OCIStringに初期化されます）。 

インスタンスがオブジェクトの場合、そのオブジェクトに存在マークが設定されますがオブ
ジェクトはアトミック NULLになります。 

tableパラメータの値

TYPE NULL以外 NULL

オブジェクト型 (value=TRUE) 値 値

オブジェクト型 (value=FALSE) 永続オブジェクト 一時オブジェクト

ビルトイン型 値 値

コレクション型 値 値
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永続オブジェクト
オブジェクトにダーティおよび存在マークが設定されます。 オブジェクトの割当て継続時間
はセッションです。 オブジェクトは、durationパラメータに指定された確保継続時間の間、確
保されます。 永続オブジェクトが作成されても、そのオブジェクトがサーバーにフラッシュ
されるまでは、データベース表へのエントリは行われません。

一時オブジェクト
オブジェクトが確保されます。 割当て継続時間と確保継続時間は、durationパラメータによっ
て指定されます。

値
durationパラメータによって割当て継続時間が指定されます。

LOB 属性を持つオブジェクト
オブジェクトに内部 LOB属性がある場合、LOBは Emptyに設定されます。 LOBへのデータ
書込みを開始する前に、そのオブジェクトにダーティ・マークを設定して（オブジェクトを
表に挿入するために）フラッシュし、再確保しなければなりません。 作成後にオブジェクト
を確保するときは、新しく更新された LOBロケータをサーバーから検索するために、
OCI_PIN_LATEST確保オプションを使用する必要があります。

オブジェクトに外部 LOB属性 (FILE)がある場合は、FILEロケータが割り当てられますが、
初期化はされません。 OCILobFileSetName()をコールして FILE属性を初期化する必要があり
ます。 ファイル名を設定したら、FILEの読込みを開始できます。

注意 : Oracle8はバイナリ・ファイル（BFILE）だけをサポートします。

関連関数
OCIObjectPinTable(), OCIObjectFree()
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OCIObjectPin()

用途
参照可能オブジェクトを確保します。

構文
sword OCIObjectPin ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     OCIRef              *object_ref,
                     OCIComplexObject    *corhdl,
                     OCIPinOpt           pin_option, 
                     OCIDuration         pin_duration, 
                     OCILockOpt          lock_option,
                     dvoid               **object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object_ref (IN)
オブジェクトに対する参照です。 

corhdl (IN)
複合オブジェクト検索に対するハンドルです。 

pin_option (IN)
次の「コメント」の説明を参照してください。

pin_duration (IN)
オブジェクトがクライアントによってアクセスされる継続時間です。 オブジェクトの確保は、
確保継続時間の終了時点で暗黙のうちに解除されます。 OCI_DURATION_NULLが渡された
場合は、オブジェクトがすでにキャッシュ内にロードされているときは、確保の促進はあり
ません。 オブジェクトが未ロードで OCI_DURATION_NULLの場合、確保継続時間には
OCI_DURATION_DEFAULTが設定されます。
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lock_option (IN)
ロック・オプション（たとえば、排他的ロック）です。 ロック・オプションが指定された場
合、オブジェクトはサーバー内でロックされます。 ロック・オプションの説明は、oro.hを参
照してください。 

object (OUT)
確保されたオブジェクトに対するポインタです。

コメント
この関数は、オブジェクト参照によって指示された参照可能オブジェクト・インスタンスを
確保します。 この確保のプロセスで、次の 2つの目的を達成します。

1. 参照によって指示されたオブジェクトの場所を特定する。 これは、オブジェクト・
キャッシュ内のオブジェクトを追跡し記録するオブジェクト・キャッシュによって実行
されます。 

2. 永続オブジェクトは使用中のため、エイジングが不可であることをオブジェクト・
キャッシュに通知する。 永続オブジェクトは必要に応じていつでもサーバーからロード
できるため、確保が完全に解除された永続オブジェクトを割当て継続時間の経過前に解
放する（エイジングさせる）ことができる場合は、利用できるメモリーを増やすことが
できます。 オブジェクトは複数回確保できます。 確保されたオブジェクトは、確保が完
全に解除されるまでメモリー内に残ります (OCIObjectUnpin()参照 )。 

確保解除の詳細は、OCIObjectUnpin()を参照してください。

永続オブジェクト
永続オブジェクトを確保したときにそのオブジェクトがキャッシュ内に存在しない場合は、
永続ストアから フェッチされます。 オブジェクトの割当て継続時間はセッションです。 オブ
ジェクトがキャッシュ内に存在する場合は、そのオブジェクトがクライアントに戻されま
す。 ロック・オプションが指定されている場合、オブジェクトは、サーバー内でロックされ
ます。 

この関数は、存在しないオブジェクトに対してはエラーを戻します。 

確保オプションを使用して、検索されるオブジェクトのコピーを指定します。 

■ pin_optionが OCI_PIN_ANY（pin any）であれば、オブジェクトはすでにオブジェクト・
キャッシュ内にあり、そのオブジェクトが戻されます。 それ以外の場合、オブジェクト
はデータベースから検索されます。 このオプションは、セッションのデータに排他的ア
クセス権を持っているのを、クライアントが認識しているときに有用です。

■ pin_optionが OCI_PIN_LATEST(pin latest)であると、オブジェクトがロックされていなけ
ればデータベースから取り出されます。 オブジェクトがキャッシュ処理されている場合
は、最新バージョンによってリフレッシュされます。 リフレッシュの詳細は、
OCIObjectRefresh()を参照してください。

■ pin_optionが OCI_PIN_RECENT(pin recent)であり、オプションが現行のトランザクショ
ンでキャッシュにロードされた場合は、そのオブジェクトが戻されます。 オブジェクト
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が現トランザクション中にロードされていない場合は、オブジェクトはサーバーからリ
フレッシュされます。

一時オブジェクト
この関数は、一時オブジェクトがすでに解放されている場合はエラーを戻します。 ロック・
オプションに排他ロックが指定されている場合は、エラーを戻しません。 

関連関数
OCIObjectUnpin(), OCIObjectPinCountReset()
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OCIObjectPinCountReset()

用途
オブジェクトの確保を完全に解除し、その確保カウントに 0(ゼロ )を設定します。

構文
sword OCIObjectPinCountReset ( OCIEnv        *env, 
                               OCIError      *err, 
                               dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
オブジェクトへのポインタで、それが既に確保されている必要があります。

コメント
この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除し、その確保カウントに 0(ゼロ )を設定しま
す。 オブジェクトの確保が完全に解除されると、OCIは、そのオブジェクトをエラーなしに
いつでも暗黙的に解放します。 

オブジェクトの型によって次の規則が適用されます。

永続オブジェクト
永続オブジェクトの確保が完全に解除された場合、そのオブジェクトはエイジングの対象に
なります。 オブジェクトのメモリーは、オブジェクトのエイジングが終了したときに解放さ
れます。 エイジングは、メモリーを最大限に利用するために使用されます。 ダーティ・オブ
ジェクトは、それがフラッシュされるまでエイジングを終了できません。

一時オブジェクト
オブジェクトの確保カウントが減分されます。 一時オブジェクトは、その割当て継続時間が
経過したとき、または OCIObjectFree()をコールすることで明示的に解放されたときだけ解
放できます。
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値
この関数は、値に対してはエラーを戻します。

この関数の使用法の詳細は、8-27ページの「確保カウントおよび確保解除」を参照してくだ
さい。

関連関数
OCIObjectPin(), OCIObjectUnpin()



OCIObjectPinTable()

                                                                    OCIナビゲーショナル関数と型関数 14-51

OCIObjectPinTable()

用途
表オブジェクトを指定の継続時間の間、確保します。

構文
sword OCIObjectPinTable ( OCIEnv             *env, 
                          OCIError           *err, 
                          CONST OCISvcCtx    *svc, 
                          CONST text         *schema_name,
                          ub4                s_n_length, 
                          CONST text         *object_name, 
                          ub4                o_n_length, 
                          dvoid              *not_used, 
                          OCIDuration        pin_duration, 
                          dvoid              **object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。

schema_name (IN) [optional]
表のスキーマ名です。

s_n_length (IN) [optional]
schema_nameパラメータに指定されているスキーマ名の長さです。

object_name (IN)
表の名前です。

o_n_length (IN)
object_nameパラメータに指定されている表名の長さです。
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not_used (IN/OUT)
このパラメータは現在のところ使われていません。 NULLを渡します。

pin_duration (IN)
確保継続時間です。 OCIObjectPin()を参照してください。 

object (OUT)
確保された表オブジェクトです。

コメント
この関数は、表オブジェクトを指定の継続時間の間、確保します。

クライアントは、OCIObjectUnpin()をコールすることでこのオブジェクトの確保を解除でき
ます。

このコールによって確保される表オブジェクトは、スタンドアロン型の永続オブジェクトを
作成するために OCIObjectNew()にパラメータとして渡すことができます。

関連関数
OCIObjectPin(), OCIObjectUnpin()
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OCIObjectRefresh()

用途
現データベースの最新のスナップショットから永続オブジェクトをリフレッシュします。

構文
sword OCIObjectRefresh ( OCIEnv        *env, 
                         OCIError      *err, 
                         dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタで、それが既に確保されている必要があります。

コメント
この関数は、サーバー内の最新のスナップショットから検索されたデータを使用して、オブ
ジェクトをリフレッシュします。 オブジェクトは、オブジェクト・キャッシュ内のオブジェ
クトとサーバー側のオブジェクトとの間に整合性がなくなったときに、リフレッシュされな
ければなりません。

注意 : オブジェクトをサーバーにフラッシュするときに、トリガーを起動してさらに多
くのサーバー内のオブジェクトを変更できます。 その場合、オブジェクト・キャッシュ
内の（トリガーによって変更したオブジェクトと）同一のオブジェクトは最新の状態で
はなくなり、リフレッシュしないとロックまたはフラッシュできません。

これは、ユーザーが SQL文または PL/SQLプロシージャを発行してサーバー内のオブ
ジェクトを修正したときに発生します。

警告 : 最後のフラッシュ以降にオブジェクト（ダーティ・オブジェクト）に対して行わ
れた修正は、そのオブジェクトがこの関数でリフレッシュされると失われます。

リフレッシュされた後、オブジェクトのさまざまなメタ属性フラグと継続時間が、次のよう
に修正されます。
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リフレッシュされたオブジェクトは "その場でリプレース "されます。オブジェクトが "そ
の場でリプレース "されると、オブジェクトのトップ・レベル・メモリーが再利用されるの
で、新しいデータが同じメモリー・アドレスにロードされるようになります。 NULL構造体
のトップ・レベル・メモリーも再利用されます。 トップ・レベル・メモリーとは異なり、2
次メモリーは解放され、再割当てが行われます。 クライアントが、2次メモリーを指すポイ
ンタを保持している（例 : 2次メモリーのアドレスをローカル変数に割り当てている）とき
は、このポインタがオブジェクトのリフレッシュ後は無効になるので、注意してください。

この関数は、一時オブジェクトまたは値に対して何も影響を与えません。

関連関数
OCICacheRefresh()

オブジェクト属性 リフレッシュ後の状態

既存 適切な値にセットされる。

確保済み 変更なし

割当て継続時間 変更なし

確保継続時間 変更なし
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OCIObjectSetAttr()

用途
オブジェクト属性を設定します。

構文
sword OCIObjectSetAttr ( OCIEnv              *env, 
                         OCIError            *err, 
                         dvoid               *instance, 
                         dvoid               *null_struct, 
                         struct OCIType      *tdo, 
                         CONST text          **names, 
                         CONST ub4           *lengths, 
                         CONST ub4           name_count,
                         CONST ub4           *indexes, 
                         CONST ub4           index_count, 
                         CONST OCIInd        null_status, 
                         CONST dvoid         *attr_null_struct,
                         CONST dvoid         *attr_value );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

instance (IN)
オブジェクトのインスタンスへのポインタです。

null_struct (IN)
オブジェクトのインスタンスまたは配列の NULL構造体です。

tdo (IN)
TDOへのポインタです。

names (IN)
属性名の配列です。 パス式に属性名を指定するために使用します。
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lengths (IN)
属性名長の配列です。

name_count (IN)
配列名の要素の数です。

indexes (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。 (ub4 *)0でパスします。

index_count (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。 (ub4)0でパスします。

attr_null_status (IN)
属性タイプがプリミティブの場合、属性は NULL状態です。

attr_null_struct (IN)
オブジェクトまたは収集属性の NULL構造です。

attr_value (IN)
属性値へのポインタです。

コメント
この関数は、所定のオブジェクトの属性に所定の値を設定します。 属性の位置は名前配列お
よび索引配列であるパス式で指定されます。

例
パス式 stanford.cs.stu[5].addrの場合、配列は次のようになります。

names = {"stanford", "cs", "stu", "addr"} 

lengths = {8, 2, 3, 4}

indexes = {5}

関連関数
OCIObjectGetAttr()
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OCIObjectUnmark()

用途
オブジェクトのダーティ・マークを解除します。

構文
sword OCIObjectUnmark ( OCIEnv       *env,
                        OCIError     *err,
                        dvoid        *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタです。 オブジェクトは確保されていなければなりません。

コメント

永続オブジェクトと一時オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトのダーティ・マークを解除します。 オブジェクト
に対して行われた変更は、サーバーに書き込まれません。 オブジェクトにロック・マークが
設定されている場合は、ロックされたままになります。 オブジェクトに対してそれまでに実
行された変更は、暗黙のうちに元に戻されます。 

値
値に対しては何も行われません。 このことは、値に対して関数をコールしても何の効果もな
いことを意味しています。

関連関数
OCIObjectUnmarkByRef()
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OCIObjectUnmarkByRef()

用途
オブジェクトへの REFが与えられたら、オブジェクトのダーティ・マークを解除します。

構文
sword OCIObjectUnmarkByRef ( OCIEnv      *env, 
                             OCIError    *err,
                             OCIRef      *ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ref (IN)
オブジェクトの参照です。 オブジェクトは確保されていなければなりません。

コメント
この関数は、オブジェクトのダーティ・マークを解除します。 オブジェクトへの REFを引数
として取ることを除けば、この関数は OCIObjectUnmark()とまったく同じです。

永続オブジェクトと一時オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトのダーティ・マークを解除します。 オブジェクト
に対して行われた変更は、サーバーに書き込まれません。 オブジェクトにロック・マークが
設定されている場合は、ロックされたままになります。 オブジェクトに対してこれまで実行
された変更は、暗黙のうちに元に戻されます。

値
値に対しては何も行われません。

関連関数
OCIObjectUnmark()
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OCIObjectUnpin()

用途
オブジェクトの確保を解除します。

構文
sword OCIObjectUnpin ( OCIEnv        *env,
                       OCIError      *err, 
                       dvoid         *object );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

object (IN)
オブジェクトへのポインタで、それが既に確保されている必要があります。

コメント
各オブジェクトには、そのオブジェクトが確保されるたびに増分される確保カウントが関連
付けられています。 オブジェクトの確保カウントが 0(ゼロ )になったとき、そのオブジェク
トの確保は完全に解除されたと表現されます。 確保が解除されたオブジェクトは、OCIに
よって、エラーなしにいつでも暗黙的に解放されます。

この関数は、オブジェクトの確保を解除します。 次のいずれかが trueであるとき、オブジェ
クトの確保は完全に解除されています。

1. オブジェクトの確保カウントがゼロ（0）に達している（すなわち、全部で N回確保さ
れた後で全部で N回確保を解除されている）。

2. オブジェクトの確保継続時間が終了している。

3. オブジェクトに対して OCIObjectPinCountReset()関数がコールされた。

オブジェクトの確保が完全に解除されると、OCIは、そのオブジェクトをエラーなしにいつ
でも暗黙的に解放します。

オブジェクトの型によって次の規則が適用されます。
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永続オブジェクト
永続オブジェクトの確保が完全に解除された場合、そのオブジェクトはエイジングの対象に
なります。 オブジェクトのメモリーは、オブジェクトのエイジングが終了したときに解放さ
れます。 エイジングは、メモリーを最大限に利用するために使用されます。 ダーティ・オブ
ジェクトは、それがフラッシュされるまでエイジングを終了できません。

一時オブジェクト
オブジェクトの確保カウントが減分されます。 一時オブジェクトは、その割当て継続時間が
終わったとき、または OCIObjectFree()をコールすることで明示的に削除したときだけ解放
できます。

値
この関数は値に対してはエラーを戻します。

関連関数
OCIObjectPin(), OCIObjectPinCountReset()



OCITypeArrayByName()

                                                                    OCIナビゲーショナル関数と型関数 14-61

OCITypeArrayByName()

用途
名前配列を指定して型配列を入手します。

構文
sword OCITypeArrayByName ( OCIEnv             *envhp,
                           OCIError           *errhp,
                           CONST OCISvcCtx    *svc,
                           ub4                array_len,
                           CONST text         *schema_name[],
                           ub4                s_length[],
                           CONST text         *type_name[],
                           ub4                t_length[],
                           CONST text         *version_name[],
                           ub4                v_length[],
                           OCIDuration       pin_duration,
                           OCITypeGetOpt      get_option,
                           OCIType            *tdo[] );

パラメータ

envhp (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・ハンドルです。

array_len (IN)
取り出される schema_name/type_name/version_nameエントリの数です。

schema_name (IN, optional)
取り出される型に対応付けられているスキーマ名の配列です。 この配列を指定する場合は、
array_len個の要素が必要です。 0(ゼロ )を指定した場合はデフォルト・スキーマであるとみ
なされます。それ以外の場合は、array_len個の要素が必要です。 デフォルト・スキーマが必
要であることを指示するために 1つ以上のエントリに 0(ゼロ )を指定できます。
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s_length (IN)
schema_name長さの配列で、それぞれのエントリが、schema_name配列の対応する
schema_nameエントリのバイトでの長さに対応しています。 この配列には、array_len個の要
素があるか、schema_nameが指定されない場合は 0(ゼロ )でなければなりません。

type_name (IN)
取り出される型の名前の配列です。 array_len個の要素が必要です。

t_length (IN)
type_name配列にある型名のバイトでの長さの配列です。

version_name (IN)
取り出される型に対応するバージョン名の配列です。 これは、最新の現バージョンの検索を
示す 0(ゼロ )にするか、array_len個の要素が必要です。

0(ゼロ )が指定された場合は最新の現バージョンとみなされます。それ以外の場合は、
array_len個の要素が必要です。 現バージョンが必要であることを指示するために複数のエン
トリに 0(ゼロ )を指定できます。

注意 : リリース 8.0では、バージョン・パラメータは無視されます。

v_length (IN)
version_name配列にあるバージョン名のバイトでの長さの配列です。

注意 : リリース 8.0では、バージョン・パラメータは無視されます。

pin_duration (IN)
取り出されたタイプ用の確保継続時間（たとえば、現行のトランザクションの終わりまで）
です。 各オプションの説明は、oro.hを参照してください。

get_option (IN)
タイプをロードするためのオプションです。 次のどちらかの値になります。

■ OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダー用のみ、

■ OCI_TYPEGET_ALL - TDO、およびロードされるすべての ADOとMDO用。

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された各タイプへのポインタ用出力配列です。 これには、
array_lenポインタ分の領域が必要です。 OCIObjectGetObjectRef()を使用して確保された各型
記述子に対する CREFを取得します。

コメント
スキーマ /型名配列に関連付けられている既存の型のポインタを入手します。 

get_optionパラメータを使用すると、往復ごとにロードされる TDOの部分を制御できます。

この関数は、次に該当する場合はエラーを戻します。
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■  必須パラメータのいずれかが NULL

■ スキーマ /型名エントリに関連付けられている 1つ以上のオブジェクト型が存在しない

配列ではなく単一の型を取り出すには、OCITypeByName()を使用します。

関連関数
OCITypeArrayByRef(), OCITypeByName(), OCITypeByRef()
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OCITypeArrayByRef()

用途
参照配列を指定して型配列を入手します。

構文
sword OCITypeArrayByRef ( OCIEnv           *envhp,
                          OCIError         *errhp,
                          ub4              array_len,
                          CONST OCIRef     *type_ref[],
                          OCIDuration      pin_duration,
                          OCITypeGetOpt    get_option,
                          OCIType           *tdo[]);

パラメータ

envhp (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

array_len (IN)
取り出される schema_name/type_name/version_nameエントリの数です。

type_ref (IN)
取り出される型記述子オブジェクトの特定のバージョンを指し示す OCIRef*の配列です。 こ
の配列を指定する場合は、array_len個の要素が必要です。

pin_duration (IN)
取り出されたタイプ用の確保継続時間（たとえば、現行のトランザクションの終わりまで）
です。 各オプションの説明は、'oro.h'を参照してください。
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get_option (IN)
タイプをロードするためのオプションです。 次のどちらかの値になります。

■ OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダーだけ。

■ OCI_TYPEGET_ALL - TDO、およびロードされるすべての ADOとMDO用。

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された各タイプへのポインタ用出力配列です。 これには、
array_lenポインタ分の領域が必要です。 OCIObjectGetObjectRef()を使用して確保された各型
記述子に対する CREFを取得します。

コメント
スキーマ /型名配列に関連付けられている既存の型のポインタを入手します。 

この関数は、次の場合にエラーを戻します。

■ 必須パラメータに NULLがある。

■ スキーマ /型名エントリに関連付けられている 1つ以上のオブジェクト型が存在しない。

配列でなく、単一の型を取り出すには、OCITypeByName()を使用します。

関連関数
OCITypeArrayByName(), OCITypeByRef(), OCITypeByName()



OCITypeByName()

14-66 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCITypeByName()

名前
OCI Get Existing Type By Name

用途
既存の型の最新バージョンを名前を指定して入手します。

構文
sword OCITypeByName ( OCIEnv               *env,
                      OCIError             *err, 
                      CONST OCISvcCtx      *svc, 
                      CONST text           *schema_name,
                      ub4                  s_length, 
                      CONST text           *type_name, 
                      ub4                  t_length, 
                      CONST text           *version_name,
                      ub4                  v_length,
                      OCIDuration          pin_duration,
                      OCITypeGetOpt        get_option
                      OCIType              **tdo );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・ハンドルです。

schema_name (IN, optional)
型に対応付けられているスキーマ名です。 デフォルトでは、ユーザーのスキーマ名が使用さ
れます。

s_length (IN)
schema_name パラメータの長さです。
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type_name (IN)
取得する型の名前です。

t_length (IN)
type_name パラメータの長さです。

version_name (IN, optional)
ユーザーが読み出し可能な、型のバージョンです。 最新のバージョンを取り出すには (text 
*)0を渡します。 リリース 8.0では、シングル・バージョンだけがサポートされています。

v_length (IN)
version_nameのバイトでの長さです。 最新のバージョンを取り出す場合は 0(ゼ
ロ )を渡します。

pin_duration (IN)
確保継続時間です。 詳細は、11-13ページの「オブジェクトの継続時間」を参照してくださ
い。

get_option ((IN)
タイプをロードするためのオプションです。 次のどちらかの値になります。

■ OCI_TYPEGET_HEADER - ヘッダーだけロードする。

■ OCI_TYPEGET_ALL - TDOおよびすべての ADOとMDOをロードする。

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュの確保タイプへのポインタです。

コメント
スキーマ /型名に関連付けられている既存の型のポインタを入手します。 

この関数は、必須パラメータに NULLがある場合、またはスキーマ /型名に関連するオブ
ジェクト型が存在しない場合はエラーを戻します。

注意 :スキーマ名と型名は大文字小文字を区別します。 SQLを介して作成している場合
は、大文字を使用する必要があります。

OCITypeArrayByName()、または OCITypeArrayByRef()をコールすることにより、アプリケー
ションで TDOの配列を取り出せます。

関連項目
OCITypeByRef(), OCITypeArrayByName(), OCITypeArrayByRef()
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OCITypeByRef()

名前
OCI Type By Reference

用途
参照を指定して型を入手します。

構文
sword OCITypeByRef ( OCIEnv          *env,
                     OCIError        *err,
                     CONST OCIRef    *type_ref,
                     OCIDuration     pin_duration,
                     OCITypeGetOpt   get_option,
                     OCIType         *tdo );

コメント
REFを与えられた型のポインタを入手します。 これは OCITypeByName()と同じです。

この関数は、次に該当する場合はエラーを戻します。

■ 必須パラメータに NULLがある。

■ スキーマ /型名エントリに関連付けられている 1つ以上のオブジェクト型が存在しない。

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

type_ref (IN)
取得される型記述子オブジェクトの特定のバージョンを指し示す OCIRef*です。

pin_duration (IN)
取り出される型に対する確保継続時間（たとえば、現行のトランザクションの終了まで）で
す。 各オプションの説明は、'oro.h'を参照してください。
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get_option (IN)
型のロードに対するオプションです。 次のどちらかの値になります。

■ OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダー用のみ。

■ OCI_TYPEGET_ALL - TDO、およびロードされるすべての ADOとMDO用。

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュの確保タイプへのポインタです。

関連項目
OCITypeByName(), OCITypeArrayByName(), OCITypeArrayByRef()
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15
OCIデータ型マッピング関数および操作関数

この章では、OCIデータ型マッピング関数および操作関数について説明します。これらは
Oracle8組込み型へデータを変換するための、Oracleの外部 C言語インタフェース機能です。

この章には、次の節が含まれています。

■ 概要

■ OCIデータ型マッピング関数クイック・リファレンス

■ OCI データ型マッピング関数および操作関数

注意 : この章で説明する関数は、Oracle8 Enterprise Editionをオブジェクト・オプション
付きで購入した場合にのみ使用可能です。
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概要
この章では、OCIデータ型マッピングおよび操作関数の詳細を説明します。

関連項目 : この章にリストされている関数についての詳細は、第 9章の「オブジェク
ト・リレーショナル・データ型」を参照してください。

データ型マッピング関数および操作関数の戻り値
OCIデータ型マッピング関数および操作関数は、通常、次の値の 1つを戻します。

この章では、各関数に関する記述の後で関数固有の戻り値についての情報を説明します。 リ
ターン・コードおよびエラー処理についての詳細は、2-24ページの「エラー処理」を参照し
てください。

表 15–1 関数の戻り値

戻り値 意味

OCI_SUCCESS 操作は成功した。

OCI_ERROR 操作は失敗した。 関数に渡されたエラー・ハンド
ルに対して OCIErrorGet()をコールすることで特
定のエラーを検索できます。

OCI_INVALID_HANDLE 関数に渡された環境ハンドルまたはエラー・ハン
ドルが NULL。
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その他の値を戻す関数
一部の関数は、表 15–1にリストされていない値を戻します。 これらの関数を使用する場合、
OUTパラメータからではなく、ファンクション・コールから直接値が戻ることを必ず考慮し
てください。

■ OCICollMax()

■ OCIRawPtr()

■ OCIRawSize()

■ OCIRefHexSize()

■ OCIRefIsEqual()

■ OCIRefIsNull()

■ OCIStringPtr()

■ OCIStringSize()

データ型マッピング関数および操作関数のサーバー往復
OCIデータ型マッピング関数および操作関数に必要なサーバー往復の数を示す表は、付
録 Eの「OCI関数のサーバーとの通信の往復」を参照してください。

例
コード例を含む関数についての詳細は、第 9章の「オブジェクト・リレーショナル・
データ型」を参照してください。
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OCI データ型マッピング関数クイック・リファレンス

この節では、特定の状況ごとに必要な関数がわかるよう、具体的な説明がなされています。

表 15–2 OCIデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンス

関数 用途 ページ

コレクション反復関数

OCICollAppend() コレクションに要素を追加する 15-9

OCICollAssignElem() コレクションに要素を割り当てる 15-13

OCICollAssign() コレクションを割り当てる 15-11

OCICollSize() コレクションの現在のサイズ（要素数単位）を取得する 15-19

OCICollTrim() コレクションから要素を切り捨てる 15-21

OCICollGetElem() 要素を指すポインタを取得する 15-15

OCICollMax() コレクションの最大要素数を戻す 15-18

OCIIterCreate() varray要素をスキャンするための反復子（イテレータ）を作成する 15-43

OCIIterGetCurrent() 現在のコレクション要素を取得する 15-45

OCIIterDelete() 反復子を削除する 15-44

OCIIterInit() 反復子を初期化して指定のコレクションをスキャンする 15-46

OCIIterNext() 次のコレクション要素を取得する 15-47

OCIIterPrev() 前のコレクション要素を取得する 15-49

日付関数

OCIDateToText() 日付を文字列に変換する 15-39

OCIDateAddDays() 日数の加算または減算を行う 15-22

OCIDateAddMonths() 月の加算または減算を行う 15-23

OCIDateDaysBetween() 2つの日付の間にある日数を取得する 15-28

OCIDateCheck() 指定の日付が有効かどうかをチェックする 15-25

OCIDateCompare() 日付を比較する 15-27

OCIDateLastDay() 月末の日付を取得する 15-33

OCIDateNextDay() 翌日の日付を取得する 15-34

OCIDateFromText () 文字列を日付に変換する 15-29
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OCIDateSysDate() 現在のシステム日付および時刻を取得する 15-38

OCIDateZoneToZone() あるタイム・ゾーンの日付を別のゾーンの日付に変換する 15-41

OCIDateAssign() 日付を割り当てる 15-24

OCIDateGetDate() 日付の日付部分を取得する 15-31

OCIDateGetTime() 日付の時刻部分を取得する 15-32

OCIDateSetDate() 日付の日付部分を設定する 15-36

OCIDateSetTime() 日付の時刻部分を設定する 15-37

数値関数

OCINumberToInt() 数値を整数に変換する 15-87

OCINumberToReal() 数値を実数に変換する 15-89

OCINumberToText() 数値を文字列に変換する 15-90

OCINumberAbs() 絶対値 15-51

OCINumberArcCos() アーク・コサイン 15-53

OCINumberAdd() 数値を加算する 15-52

OCINumberAssign() 数値を割り当てる 15-57

OCINumberArcSin () アーク・サイン 15-54

OCINumberArcTan() アーク・タンジェント 15-55

OCINumberArcTan2() アーク・タンジェント 2 15-56

OCINumberExp() 任意の底を累乗する 15-79

OCINumberCeil() 数値の上限 15-69

OCINumberCmp() 数値を比較する 15-59

OCINumberCos() コサイン 15-60

OCINumberHypCos() ハイパボリック・コサイン 15-69

OCINumberDiv() 数値を除算する 15-61

OCINumberPower() 底 eを累乗する 15-79

OCINumberFloor() 数値の下限 15-63

OCINumberFromInt() 整数を数値に変換する 15-64

OCINumberIsZero() ゼロとの比較 15-73

表 15–2 OCIデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンス（続き）

関数 用途 ページ
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OCINumberLn() 自然対数 15-74

OCINumberLog () 任意の底に対する対数 15-75

OCINumberMod() 除算の余り 15-76

OCINumberMul() 数値を乗算する 15-77

OCINumberNeg() 数値を負の数にする 15-78

OCINumberIntPower() 任意の底を任意の整数で累乗する 15-62

OCINumberFromReal() 実数を数値に変換する 15-66

OCINumberRound() Oracle数値を指定の小数点以下の桁数で丸める 15-80

OCINumberSetZero() 数値を 0に初期化する 15-81

OCINumberFromText() 文字列を数値に変換する 15-67

OCINumberSign() Oracle数値の符号を取得する 15-82

OCINumberSin() サイン 15-83

OCINumberHypSin() ハイパボリック・サイン 15-70

OCINumberSqrt() 数値の平方根 15-84

OCINumberSub() 数値を減算する 15-85

OCINumberTan() タンジェント 15-86

OCINumberHypTan() ハイパボリック・タンジェント 15-71

OCINumberTrunc() Oracle数値を指定の小数点で切り捨てる 15-92

 REF関数

OCIRefToHex() REFを 16進文字列に変換する 15-106

OCIRefAssign() 1つの REFを別の REFに代入する 15-99

OCIRefClear() REFを消去または NULLにする 15-100

OCIRefIsEqual() 2つの REFが等しいか比較する 15-104

OCIRefFromHex() 16進文字列を REFに変換する 15-101

OCIRefHexSize() REFの 16進表現のサイズを戻す 15-103

OCIRefIsNull() REFが NULLかどうかをテストする 15-105

 表関数

表 15–2 OCIデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンス（続き）

関数 用途 ページ
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OCITableDelete() 要素を削除する 15-114

OCITableExists() 要素が存在するかどうかをテストする 15-115

OCITableFirst() 表の先頭の索引を戻す 15-116

OCITableLast()  表の最後の索引を戻す 15-117

OCITableNext() 利用可能な次の表索引を戻す 15-118

OCITablePrev() 利用可能なひとつ前の表索引を戻す 15-120

OCITableSize() 表の現在のサイズを戻す 15-122

 文字列関数

OCIStringAssign()  文字列に文字列を割り当てる 15-109

OCIStringAllocSize()  文字列メモリーの割り当てられたサイズ（バイト単位）を取得する 15-108

OCIStringAssignText()  テキスト文字列を文字列に代入する 15-110

OCIStringPtr()  文字列ポインタを取得する 15-111

OCIStringSize()  文字列サイズを取得する 15-113

OCIStringResize()  文字列メモリーをサイズ変更する 15-112

 ロー関数

OCIRawAssignBytes()  ローにロー・バイトを割り当てる 15-94

OCIRawAssignRaw()  ローにローを割り当てる 15-95

OCIRawAllocSize()  ロー・メモリーに割り当てられたサイズをバイト単位で取得する 15-93

OCIRawPtr()  ロー・データのポインタを取得する 15-96

OCIRawSize()  ローのサイズを取得する 15-98

OCIRawResize()  可変長ローのメモリー・サイズを変更する 15-97

表 15–2 OCIデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンス（続き）

関数 用途 ページ
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OCI データ型マッピング関数および操作関数
この章では、OCIデータ型マッピング関数および操作関数について説明します。 関数ごとに
次の情報が記載されています。

用途
関数の用途に関する簡単な説明。

構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

コメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

パラメータ
各関数のパラメータの説明。 これにはパラメータのモードが含まれます。 引数のモードには、
以下のように 3つの可能な値があります。

戻り値
上記の表にリストされている標準リターン・コード以外のものを関数が戻した場合の、関数
の戻り値の説明。

関連関数
関連する関数の一覧。

モード 説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け
取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコー
ルからの戻りでデータを受け取るパラメータ
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OCICollAppend()

用途
コレクションに要素を追加します。

構文
sword OCICollAppend ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err,
                      CONST dvoid         *elem, 
                      CONST dvoid         *elemind,
                      OCIColl             *coll );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

elem (IN)
与えられたコレクションの最後に追加される要素へのポインタ。

elemind (IN) [optional]
要素の NULL標識情報へのポインタ。(elemind == NULL) の場合、追加された要素の NULL
標識情報は、非ヌルに設定されます。

coll (IN/OUT)
更新されたコレクション。
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コメント
指定のコレクションの最後に指定の要素を追加します。 

要素の追加は、次の操作に相当します。

■ コレクションのサイズを 1要素分増やす

■ 最終要素のデータを、指定した最終要素のデータで更新（ディープ・コピー）する

この関数では、指定した要素 elemのポインタは保存されないことに注意してください。 elem
は、厳密な入力パラメータです。 この関数は、コレクションの現在のサイズが、要素を追加
する前のコレクションの最大サイズ（上限）と等しい場合、エラーを戻します。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollAssign()

用途
あるコレクションを別のコレクションに割り当てます（ディープ・コピーします）。

構文
sword OCICollAssign ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCIColl       *rhs, 
                      OCIColl             *lhs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rhs (IN)
割当て元となる右側（ソース）コレクション。

lhs (OUT)
割当て先となる左側（ターゲット）コレクション。

コメント
rhs(ソース )を lhs(ターゲット )に割り当てます。 lhsコレクションは、rhsのサイズに応じて
変更されます。 lhsになんらかの要素が格納されている場合は、割当てに先立ってその要素が
削除されます。 この関数はディープ・コピーを実行します。 要素用のメモリーはオブジェク
ト・キャッシュから取られます。

lhsコレクションと rhsコレクションの要素の型が一致しない場合はエラーが戻ります。 lhs
の上限が rhsコレクション内の現在の要素数より小さい場合もエラーが戻ります。
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この関数は、次の場合にエラーを戻します。

■ 入力パラメータに NULLがある

■ lhsコレクションと rhsコレクションの型が一致しない

■ lhsコレクションの上限が rhsコレクション内の現在の要素数より小さい

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollAssignElem()

用途
コレクションに要素を割り当てます。

構文
sword OCICollAssignElem ( OCIEnv           *env, 
                          OCIError         *err, 
                          sb4              index, 
                          CONST dvoid      *elem, 
                          CONST dvoid      *elemind, 
                          OCIColl          *coll );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

index (IN)
割当て先となる要素の索引。

elem (IN)
割当て元となる要素（ソース要素）。

elemind (IN) [optional]
要素の NULL標識情報へのポインタ。(elemind == NULL)の場合、割当てられた要素の
NULL標識情報は、非ヌルに設定されます。

coll (IN/OUT)
更新されるコレクション。
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コメント
指定の要素値 elemを coll[Index]の要素に割り当てます。

コレクションの型がネストした表である場合、指定の索引位置に要素が存在しない（削除さ
れている）場合があります。 この場合は、索引 indexの位置に指定の要素が挿入されます。 そ
れ以外の場合は、索引 indexの位置にある要素が elemの値によって更新されます。

指定の要素はディープ・コピーされること、elemは厳密に入力パラメータであることに注意
してください。

この関数は、入力パラメータに NULLがあるか、指定の索引が指定のコレクションの上限を
超えている場合にエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollGetElem()

用途
指定の索引位置にある要素のポインタを取得します。

構文
sword OCICollGetElem ( OCIEnv           *env, 
                       OCIError         *err, 
                       CONST OCIColl    *coll, 
                       sb4              index, 
                       boolean          *exists, 
                       dvoid            **elem, 
                       dvoid            **elemind );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

coll (IN)
このコレクション内の要素のポインタが戻されます。

index (IN)
ポインタが戻される要素の索引。

exists (OUT)
指定した索引の要素が存在しない場合は FALSEに設定されます。そうでない場合は TRUE
に設定されます。

elem (OUT)
要求する要素のアドレスが戻されます。

elemind (OUT) [optional]
NULL標識情報のアドレスが戻されます。(elemind == NULL)の場合、NULL標識情報は戻さ
れません。
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コメント
指定の位置にある要素のアドレスを取得します。 また、この関数は、オプションで要素の
NULL標識情報のアドレスを戻します。

コレクションの各要素の型と対応する要素ポインタの型を次の表に示します。 要素ポインタ
は OCICollGetElem()の elemパラメータを介して戻されます。

OCICollGetElem()で戻される要素ポインタは、要素にアクセスするために使用される書式だ
けでなく、割当て文のターゲット（たとえば、左辺）として使用される書式の場合もありま
す。

たとえば、要素型がオブジェクト参照 (OCIRef*)である コレクションの要素を反復するとし
ます。 OCICollGetElem()のコールで、参照ハンドル (つまり OCIRef**)のポインタが戻りま
す。 コレクション要素のポインタを取得した後、新しい参照を割り当てることでそれを修正
できます。 

これは、次に示す参照割当て関数によって実行できます。

sword OCIRefAssign( OCIEnv *env, OCIError *err, CONST OCIRef *source, 
OCIRef **target );

OCIRefAssign()の targetパラメータの型は OCIRef**であることに注意してください。 した
がって OCICollGetElem()は、OCIRef**を戻します。 *targetが NULLの場合は、
OCIRefAssign()によって新しい REFが割り当てられ、targetパラメータを介して戻されます。

同様に、コレクション要素がタイプ文字列 (OCIString*)のものである場合、
OCICollGetElem() はポインタを文字列ハンドル (つまり OCIString**)に戻します。 
OCIStringAssign()または OCIStringAssignText()を介して新しい文字列を割り当てる場合は、
ターゲットの型は OCIString **でなければなりません。

コレクションの要素型が Oracle数値の場合、OCICollGetElem()は OCINumber*を戻します。 
OCINumberAssign()のプロトタイプを次に示します。

sword OCINumberAssign(OCIError *err, CONST OCINumber *from,
OCINumber *to);

要素型 *elemの設定

Oracle数値（OCINumber） OCINumber*

日付 (OCIDate) OCIDate*

可変長文字列（OCIString*） OCIString**

可変長 raw(CIraw*) OCIRaw**

オブジェクト参照（OCIRef*） OCIRef**

LOBロケータ（OCILobLocator*）  OCILobLocator**

オブジェクト型（例 : person） person*
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この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollMax()

用途
指定のコレクションの最大サイズ（要素数単位）を取得します。

構文
sb4 OCICollMax ( OCIEnv           *env,
                 CONST OCIColl    *coll );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

coll (IN)
要素の数が戻されるコレクション。 collは有効なコレクション記述子を指していなければな
りません。

コメント
指定されたコレクションが保持できる要素の最大数を戻します。 値 0(ゼロ )は、そのコレク
ションには上限がないことを示します。

戻り値
指定のコレクションの上限。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollSize()

用途
指定のコレクションの現在のサイズ（要素数単位）を取得します。

構文
sword OCICollSize ( OCIEnv           *env,
                    OCIError         *err,
                    CONST OCIColl    *coll 
                    sb4              *size );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

coll (IN)
要素の数が戻されるコレクション。 有効なコレクション識別子を指していなければなりませ
ん。

size (OUT)
コレクション内の現在の要素数。

コメント
指定されたコレクションの現在の要素数を戻します。 

ネストした表の場合、要素を削除してもこのカウントは減分されません。 したがって、この
カウントには要素の削除によって発生した「空き」が含まれています。 切捨て操作
(OCICollTrim())は、切り捨てられた要素の数だけこのカウントを減分します。 削除済みの要
素を差し引いたカウントを取得するには、OCITableSize()を使用します。 
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次の擬似コードで例をいくつか示します。

OCICollSize(...); 
// assume 'size' returned is equal to 5
OCITableDelete(...); // delete one element
OCICollSize(...);
// 'size' returned is still 5

削除済みの要素を差し引いたカウントを取得するには、OCITableSize()を使用します。 上記の
例を続けます。

OCITableSize(...)
// 'size' returned is equal to 4

切捨て操作 (OCICollTrim())は、切り捨てられた要素の数だけこのカウントを減分します。 上
記の例を続けます。

OCICollTrim(..,1..); // trim one element
OCICollSize(...);
// 'size' returned is equal to 4

この関数は、コレクションのオブジェクト・キャッシュへのロード中にエラーが発生した場
合または入力パラメータに NULLがある場合にエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCICollTrim()

用途
指定数の要素をコレクションの末尾から切り捨てます。

構文
sword OCICollTrim ( OCIEnv         *env, 
                    OCIError       *err, 
                    sb4            trim_num, 
                    OCIColl        *coll );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

trim_num (IN)
切り捨てる要素数。

coll (IN/OUT)
この関数は、trim_num 要素を collの最後から削除（解放）します。

コメント
指定された要素数分コレクションを切り捨てます。 要素は、コレクションの末尾から削除さ
れます。 trim_numがコレクションの現在のサイズよりも大きい場合はエラーを戻します。

この関数は、trim_numがコレクションの現在のサイズよりも大きい場合はエラーを戻しま
す。

関連関数
OCIErrorGet()



OCIDateAddDays()

15-22 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCIDateAddDays()

用途
指定の日付に日数を追加するか差し引きます。

構文
sword OCIDateAddDays ( OCIError          *err,
                       CONST OCIDate     *date, 
                       sb4               num_days,
                       OCIDate           *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
この関数は、dateに num_daysを追加するか差し引きます。

num_days (IN)
加算または減算される日数（マイナス値の場合減算となる）。

result (IN/OUT)
dateへ日数を追加または差引きした結果。

コメント
日付 dateに num_daysを追加するか差し引きます。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateAddMonths()

用途
指定の日付に月数を追加するか差し引きます。

構文
sword OCIDateAddMonths ( OCIError            *err,
                         CONST OCIDate       *date,
                         sb4                 num_months,
                         OCIDate             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
この関数は、dateに num_months を追加するか差し引きます。

num_months (IN)
加算または減算される月数（マイナス値は差引かれる）。

result (IN/OUT)
dateへ日数を追加または差引きした結果。

コメント
日付 dateに num_monthsを追加するか差し引きます。

入力された dateが月末の場合は、出力される日付も月末になるように適切な調整が行われま
す。 たとえば、 2月 28日＋ 1ヶ月＝ 3月 31日、11月 30日－ 3ヶ月＝ 8月 31日。それ以外の
場合、result日付は dateと同じ日付コンポーネントとなります。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateAssign()

用途
日付の割当てを実行します。

構文
sword OCIDateAssign ( OCIError         *err,
                      CONST OCIDate    *from, 
                      OCIDate          *to );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

from (IN)
割り当てる日付。

to (OUT)
割当てのターゲット。

コメント
この関数は、ある OCIDate変数の値を別の変数に割り当てます。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateCheck()

用途
指定の日付が有効かどうかをチェックします。

構文
sword OCIDateCheck ( OCIError          *err,
                     CONST OCIDate     *date, 
                     uword             *valid );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
チェックする日付。

valid (OUT)
有効日付に対して 0(ゼロ ) を戻します。それ以外の場合は、以下に指定されているすべての
エラー・ビットの ORed組合わせを戻します。 

Macro name                   Bit number            Error
----------                   ----------     -----------------------------
OCI_DATE_INVALID_DAY              0x1        Bad day
OCI_DATE_DAY_BELOW_VALID          0x2        Bad day low/high bit (1=low)
OCI_DATE_INVALID_MONTH            0x4        Bad month
OCI_DATE_MONTH_BELOW_VALID        0x8        Bad month low/high bit (1=low)
OCI_DATE_INVALID_YEAR             0x10       Bad year
OCI_DATE_YEAR_BELOW_VALID         0x20       Bad year low/high bit (1=low)
OCI_DATE_INVALID_HOUR             0x40       Bad hour
OCI_DATE_HOUR_BELOW_VALID         0x80       Bad hour low/high bit (1=low)
OCI_DATE_INVALID_MINUTE           0x100      Bad minute
OCI_DATE_MINUTE_BELOW_VALID       0x200      Bad minute Low/high bit (1=low)
OCI_DATE_INVALID_SECOND           0x400      Bad second
OCI_DATE_SECOND_BELOW_VALID       0x800      Bad second Low/high bit (1=low)
OCI_DATE_DAY_MISSING_FROM_1582    0x1000     Day is one of those "missing" from 1582
OCI_DATE_YEAR_ZERO                0x2000     Year may not equal zero
OCI_DATE_INVALID_FORMAT           0x8000     Bad date format input 
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たとえば渡された日付が 2/0/1990 25:61:10（月 /日 /年 時 :分 :秒書式）の場合は、
OCI_DATE_INVALID_DAY | OCI_DATE_DAY_BELOW_VALID | 
OCI_DATE_INVALID_HOUR | OCI_DATE_INVALID_MINUTEのエラーが戻ります。

コメント
指定の日付が有効かどうかをチェックします。

この関数は、dateまたは validポインタが NULLの場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateCompare()

用途
2つの日付を比較します。

構文
sword OCIDateCompare ( OCIError           *err, 
                       CONST OCIDate      *date1, 
                       CONST OCIDate      *date2,
                       sword              *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date1, date2 (IN)
比較する日付。

result (OUT)
以下の比較結果。

コメント
2つの日付を比較します。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()

比較結果 resultパラメータの出力

date1 < date2 -1

date1 = date2 0

date1 > date2 1



OCIDateDaysBetween()

15-28 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCIDateDaysBetween()

用途
2つの日付間の日数を取得します。

構文
sword OCIDateDaysBetween ( OCIError            *err, 
                           CONST OCIDate       *date1, 
                           CONST OCIDate       *date2, 
                           sb4                 *num_days );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date1 (IN)
入力日付。

date2 (IN)
入力日付。

num_days (OUT)
date1と date2の間にある日数。

コメント
date1と date2の間にある日数を戻します。 この計算では、時刻は無視されます。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateFromText()

用途
文字列を日付型に変換します。

構文
sword OCIDateFromText ( OCIError           *err,
                        CONST text         *date_str, 
                        ub4                d_str_length, 
                        CONST text         *fmt,
                        ub1                fmt_length, 
                        CONST text         *lang_name,
                        ub4                lang_length, 
                        OCIDate            *date );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date_str (IN)
Oracle 日付に変換される入力文字列。

d_str_length (IN)
入力文字列のサイズ。長さが -1の場合は、date_strは NULL終了の文字列として処理されま
す。

fmt (IN)
変換書式。 fmtが NULL ポインタの場合、文字列は 'D-MON-YY' 書式です。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さ。

lang_name (IN)
日および月の名前と省略が指定される言語。 lang_name が NULL文字列 (text *)0の場合は、
そのセッションのデフォルト言語が使われます。

lang_length (IN)
lang_nameパラメータの長さ。
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date (OUT)
日付に変換された指定文字列。

コメント
指定された文字列を指定された書式の Oracle日付に変換します。 

書式および NLS引数についての説明は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の第 3章にある
TO_DATE変換関数を参照してください。

この関数は、無効な書式または入力文字列を受け取った場合にエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateGetDate()

用途
Oracle日付に記憶されている年月日を取得します。

構文
void OCIDateGetDate ( CONST OCIDate    *date,
                      sb2              *year,
                      ub1              *month, 
                      ub1              *day ); 

パラメータ

date (IN)
年、月、日データの取出し元となる Oracle日付。

year (OUT)
戻される年値。

month (OUT)
戻される月値。

day (OUT)
戻される日付値。

コメント
指定された日付に記憶されている年月日の情報を戻します。

関連関数
OCIDateSetDate()
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OCIDateGetTime()

用途
Oracle日付に記憶されている時刻を取得します。

構文
void OCIDateGetTime ( CONST OCIDate    *date,
                      ub1              *hour,
                      ub1              *min, 
                      ub1              *sec );

パラメータ

date (IN)
時間データの取出し元となる Oracle日付。

hour (OUT)
戻される時間値。

min (OUT)
戻される分値。

sec (OUT)
戻される秒値。

コメント
指定された日付に記憶されている時刻情報を戻します。 戻される時間情報は、 時間、分、秒
です。

関連関数
OCIDateSetTime()
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OCIDateLastDay()

用途
月末の日付を取得します。

構文
sword OCIDateLastDay ( OCIError            *err,
                       CONST OCIDate       *date,
                       OCIDate             *last_day );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
入力日付。

last_day (OUT)
dateの月の最後の日付。

コメント
dateに指定された月の最後の日付を戻します。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateNextDay()

用途
指定した日付以降で最初の曜日の日付を取得します。

構文
sword OCIDateNextDay ( OCIError            *err,
                       CONST OCIDate       *date,
                       CONST text          *day, 
                       ub4                 day_length,
                       OCIDate             *next_day );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
戻される日付は、この日付よりも後になります。

day (IN)
これによって指定された週の最初の日が返されます。

day_length (IN)
文字列 dayのバイト長。

next_day (OUT)
date以降最初の、dayによって指定された曜日の日付。

コメント
日付 date以降最初の dayによって指定された曜日の日付を戻します。
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例
 1996年 4月 18日（木曜日）の次の月曜日の日付を取得します。

OCIDateNextDay(&err, ‘18-APR-96’, ‘MONDAY’, strlen(‘MONDAY’), &next_day)

OCIDateNextDay() が '22-APR-96'を戻します。

この関数は、無効な日付または曜日が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateSetDate()

用途
Oracle日付に値を設定します。

構文
void OCIDateSetDate ( OCIDate    *date, 
                      sb2        year, 
                      ub1        month, 
                      ub1        day );

パラメータ

date (OUT)
時間データ設定の対象となる Oracle日付。

year (IN)
設定する年値。

month (IN)
設定する月値。

day (IN)
設定する日値。

コメント
指定の情報で日付を設定します。

関連関数
OCIDateGetDate()
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OCIDateSetTime()

用途
Oracle日付に時刻情報を設定します。

構文
void OCIDateSetTime ( OCIDate    *date,
                      ub1        hour, 
                      ub1        min, 
                      ub1        sec ); 

パラメータ

date (OUT)
時間データ設定の対象となる Oracle日付。

hour (IN)
設定する時間値。

min (IN)
設定する分値。

sec (IN)
設定する秒値。

コメント
指定の時刻情報で日付を設定します。

関連関数
OCIDateGetTime()



OCIDateSysDate()

15-38 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCIDateSysDate()

用途
現在のシステム日付およびシステム時刻を取得します。

構文
sword OCIDateSysDate ( OCIError       *err,
                       OCIDate        *sys_date );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

sys_date (OUT)
現在のシステム日付およびシステム時刻。

コメント
現在のシステム日付およびシステム時刻を戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateToText()

用途
日付型を文字列に変換します。

構文
sword OCIDateToText ( OCIError           *err, 
                      CONST OCIDate      *date, 
                      CONST text         *fmt, 
                      ub1                fmt_length, 
                      CONST text         *lang_name,
                      ub4                lang_length, 
                      ub4                *buf_size, 
                      text               *buf );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date (IN)
変換する Oracle日付。

fmt (IN)
NULL文字列ポインタ (text *) 0の場合の変換書式。この場合、日付はデフォルト日付
書式 " DD-MON-YY"の文字列に変換されます。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さ。

lang_name (IN)
月および日の名前と省略形が戻される言語を指定します。lang_nameが NULL ((text *) 
0) の場合、セッションのデフォルト言語が使用されます。

lang_length (IN)
lang_nameパラメータの長さ。
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buf_size (IN/OUT)
■ バッファ (IN)のサイズ。

■ 結果として出力される文字列のサイズは、このパラメータ (IN)を介して戻されます。

buf (OUT)
変換された文字列が配置されるバッファ。

コメント
指定された日付を指定の書式の文字列に変換します。 変換された NULLで終わる日付文字列
は、bufに記憶されます。

書式および NLS引数についての説明は、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の第 3章にある
TO_DATE変換関数を参照してください。

この関数は、バッファが小さすぎる場合または無効な書式や認識できない言語が渡された場
合はエラーを戻します。 オーバーフローもエラーの原因となります。 たとえば、値 10を書式
'9'に変換すると、エラーが発生します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIDateZoneToZone()

用途
あるタイム・ゾーンの日付を別のタイム・ゾーンの日付に変換します。

構文
sword OCIDateZoneToZone ( OCIError           *err, 
                          CONST OCIDate      *date1, 
                          CONST text         *zon1,
                          ub4                zon1_length, 
                          CONST text         *zon2, 
                          ub4                zon2_length, 
                          OCIDate            *date2 );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

date1 (IN)
変換する日付。

zon1 (IN)
入力日付のゾーン。

zon1_length (IN)
zon1のバイト長。

zon2 (IN)
変換先のゾーン。

zon2_length (IN)
zon2のバイト長。

date2 (OUT)
変換日付 (zon2での )。

コメント
あるタイム・ゾーンの日付を別のタイム・ゾーンの日付に変換します。 タイム・ゾーン zon1
の日付 date1を与えると、タイム・ゾーン zon2における日付 date2が戻ります。
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有効なゾーン文字列のリストは、『Oracle8 Server SQLリファレンス』の第 3章で、
「NEW_TIME」 関数の説明を参照してください。有効なゾーン文字列には次のようなものが
あります。

■ "AST" - 大西洋標準時

■ "ADT" - 大西洋夏時間 

■ "BST" - ベーリング標準時

■ "BDT" - ベーリング夏時間 

この関数は、無効な日付またはタイム・ゾーンが渡された場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIIterCreate()

用途
コレクション要素をスキャンするための反復子（イテレータ）を作成します。

構文
sword OCIIterCreate ( OCIEnv               *env, 
                      OCIError             *err, 
                      CONST OCIColl        *coll, 
                      OCIIter              **itr );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

coll (IN)
スキャンするコレクション。 リリース 8.0では、有効なコレクション型として varrayとネス
トした表が含まれています。

itr (OUT)
割り当てられたコレクション反復子のアドレスは、この関数で戻されます。

コメント
コレクション要素をスキャンするための反復子（イテレータ）を作成します。 反復子（イテ
レータ）は、オブジェクト・キャッシュの中に作成されます。 反復子（イテレータ）は、コ
レクションの先頭を指すように初期化されます。 

反復子（イテレータ）の作成直後に OCIIterNext()をコールした場合は 、コレクションの最
初の要素が戻ります。 反復子（イテレータ）の作成直後に OCIIterPrev()をコールした場合
は、「コレクションの先頭にいる」ことを示すエラーが戻ります。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet(), OCIIterDelete()
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OCIIterDelete()

用途
コレクション反復子（イテレータ）を削除します。

構文
sword OCIIterDelete ( OCIEnv           *env, 
                      OCIError         *err, 
                      OCIIter          **itr );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

itr (IN/OUT)
戻す前に破棄され NULLに設定されたコレクション反復子。

コメント
OCIIterCreate()の呼出しによって以前に作成された反復子を削除します。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet(), OCIIterCreate()
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OCIIterGetCurrent()

用途
現在の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタを取得します。

構文
sword OCIIterGetCurrent ( OCIEnv            *env, 
                          OCIError          *err, 
                          CONST OCIIter     *itr, 
                          dvoid             **elem, 
                          dvoid             **elemind );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

itr (IN)
現行の要素をさす反復子。

elem (OUT)
反復子が参照した要素のアドレスが戻されます。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識情報のアドレスが戻されます。(elem_ind == NULL)の場合、NULL標識情
報は戻されません。

コメント
現在の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタとそれに対応する NULL情報を戻
します。 この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIIterInit()

用途
コレクションをスキャンするための反復子（イテレータ）を初期化します。

構文
sword OCIIterInit ( OCIEnv              *env, 
                    OCIError            *err, 
                    CONST OCIColl       *coll, 
                    OCIIter             *itr );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

coll (IN)
スキャンするコレクション。 リリース 8.0では、有効なコレクション型として varrayとネス
トした表が含まれています。

itr (IN/OUT)
割り当てられたコレクション反復子へのポインタ。

コメント
反復子（イテレータ）が、指定したコレクションの先頭を指すように初期化します。 入力パ
ラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。 この関数を使うと次のことができます。 

■ コレクションの先頭を指すように反復子（イテレータ）をリセットする

■ 割当て済みの反復子（イテレータ）を再利用して別のコレクションをスキャンする

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIIterNext()

用途
次の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタを取得します。

構文
sword OCIIterNext ( OCIEnv            *env,
                    OCIError          *err, 
                    OCIIter           *itr, 
                    dvoid             **elem,
                    dvoid             **elemind,
                    boolean           *eoc);

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

itr (IN/OUT)
次の要素を指すように反復子（イテレータ）を更新します。

elem (OUT)
反復子が次要素を指すように更新された後、要素のアドレスを戻す。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識情報のアドレスを戻します。(elem_ind == NULL)の場合、NULL標識情報
は戻されません。

eoc (OUT)
反復子がコレクションの末尾にある（つまり次要素が存在しない）場合は TRUE、それ以外
の場合は FALSEとなる。

コメント
次の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタとそれに対応する NULL情報を戻し
ます。 次の要素を指すように反復子（イテレータ）を更新します。
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この関数の実行前に反復子（イテレータ）がコレクションの最後の要素を指している場合
は、 この関数をコールすると eocフラグに TRUEが設定されます。 この場合、反復子（イテ
レータ）は更新されません。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet(), OCIIterPrev()
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OCIIterPrev()

用途
前の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタを取得します。

構文
sword OCIIterPrev ( OCIEnv            *env, 
                    OCIError          *err, 
                    OCIIter           *itr, 
                    dvoid             **elem, 
                    dvoid             **elemind,
                    boolean           *boc );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

itr (IN/OUT)
前の要素を指すように更新される反復子（イテレータ）。

elem (OUT)
反復子が前の要素を指すように更新された後に戻される、前の要素のアドレス。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識情報のアドレス。(elem_ind == NULL)の場合、NULL標識情報は戻されま
せん。

boc (OUT)
反復子がコレクションの最初にある（つまり前要素が存在しない）場合は TRUE、それ以外
の場合は FALSEとなります。

コメント
前の反復子（イテレータ）コレクション要素のポインタとそれに対応する NULL情報を戻し
ます。 反復子（イテレータ）は、前の要素を指すように更新されます。 
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この関数の実行前に反復子（イテレータ）がコレクションの最初の要素を指している場合
は、 この関数をコールすると bocフラグに TRUEが設定されます。 この場合、反復子（イテ
レータ）は更新されません。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet(), OCIIterNext()
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OCINumberAbs()

用途
Oracle数値の絶対値を計算します。

構文
sword OCINumberAbs ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
入力数値。

result (OUT)
入力数値の絶対値。

コメント
Oracle数値の絶対値を計算します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberAdd()

用途
2つの Oracle数値を加算します。

構文
sword OCINumberAdd ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1, number2 (IN)
足し合わされる数値。

result (OUT)
number1 を number2に追加した結果。

コメント
number1を number2に加算し、またはその結果を resultに戻します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberArcCos()

用途
Oracle数値のアーク・コサインを求めます。

構文
sword OCINumberArcCos ( OCIError            *err, 
                        CONST OCINumber     *number, 
                        OCINumber           *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
アーク・コサインの引数。

result (OUT)
ラジアンのアーク・コサインの結果。

コメント
Oracle数値のアーク・コサインをラジアン単位で求めます。 

この関数は、NULLの数値引数があるか、number < -1 、または number > 1の場合はエラーを
戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberArcSin()

用途
Oracle数値のアーク・サインを求めます。

構文
sword OCINumberArcSin ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
アーク・サインの引数。

result (OUT)
ラジアンのアーク・サインの結果。

コメント
Oracle数値のアーク・サインをラジアン単位で求めます。

この関数は、NULLの数値引数があるか、number < -1 、または number > 1の場合はエラーを
戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberArcTan()

用途
Oracle数値のアーク・タンジェントを求めます。

構文
sword OCINumberArcTan ( OCIError             *err, 
                        CONST OCINumber      *number, 
                        OCINumber            *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
アーク・タンジェントの引数。

result (OUT)
ラジアンのアーク・タンジェントの結果。

コメント
Oracle数値のアーク・タンジェントをラジアン単位で求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberArcTan2()

用途
2つの Oracle数値のアーク・タンジェントを求めます。

構文
sword OCINumberArcTan2 ( OCIError              *err, 
                         CONST OCINumber       *number1, 
                         CONST OCINumber       *number2,
                         OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1 (IN)
アーク・タンジェントの引数 1。

number2 (IN)
アーク・タンジェントの引数 2。

result (OUT)
ラジアンのアーク・タンジェントの結果。

コメント
atan2(number1、number2)を求めます。

この関数は、NULLの数値引数があるか、または number2 = 0の場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberAssign()

用途
ある Oracle数値を別の Oracle数値に割り当てます。

構文
sword OCINumberAssign ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *from, 
                        OCINumber             *to );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

from (IN)
割り当てる数値。

to (OUT)
コピー先の数値。

コメント
fromの数値を toに割り当てます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberCeil()

用途
Oracle数値の上限値を計算します。

構文
sword OCINumberCeil ( OCIError              *err, 
                      CONST OCINumber       *number, 
                      OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
入力数値。

result (OUT)
入力数値の上限値を含む出力。

コメント
Oracle数値の上限値を計算します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberCmp()

用途
2つの Oracle数値を比較します。

構文
sword OCINumberCmp ( OCIError            *err,
                     CONST OCINumber     *number1, 
                     CONST OCINumber     *number2,
                     sword               *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1, number2 (IN)
比較する数値。

result (OUT)
以下の比較結果。

コメント
2つの Oracle数値を比較します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()

比較結果 resultパラメータの出力

number1 < number2 負数

number1 = number2 0

number1 > number2 正数
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OCINumberCos()

用途
Oracle数値のコサインを求めます。

構文
sword OCINumberCos ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
ラジアンのコサインの引数。

result (OUT)
コサインの結果。

コメント
Oracle数値のコサインをラジアン単位で求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberDiv()

用途
2つの Oracle数値を除算します。

構文
sword OCINumberDiv ( OCIError               *err,
                     CONST OCINumber        *number1, 
                     CONST OCINumber        *number2,
                     OCINumber              *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1 (IN)
分子へのポインタ。

number2 (IN)
分母へのポインタ。

result (OUT)
除算結果。

コメント
number1を number2で除算し、その結果を resultに戻します。

この関数は、次の場合にエラーを戻します。

■ NULLの数値引数がある

■ アンダーフロー・エラーがある

■ ゼロによる除算エラーがある

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberExp()

用途
eを指定の Oracle数値で累乗します。

構文
sword OCINumberExp ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number,
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
この関数は、eをこの Oracle数値で累乗します。

result (OUT)
指数の出力。

コメント
 eを Oracle数値によって指定された値で累乗します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberFloor()

用途
Oracle数値の下限値を計算します。

構文
sword OCINumberFloor ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number, 
                       OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
入力数値。

result (OUT)
入力数値の下限値。

コメント
Oracle数値の下限値を計算します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberFromInt()

用途
整数を Oracle数値に変換します。

構文
sword OCINumberFromInt ( OCIError            *err,
                         CONST dvoid         *inum, 
                         uword               inum_length,
                         uword               inum_s_flag,
                         OCINumber           *number );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

inum (IN)
変換する整数へのポインタ。

inum_length (IN)
整数のサイズ。

inum_s_flag (IN)
整数の符号を指定するフラグで、次を含みます。
::

number (OUT)
Oracle数値に変換される指定の整数。

事前定義定数 使用方法

OCI_NUMBER_UNSIGNED 符号なしの値

OCI_NUMBER_SIGNED 符号付きの値
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コメント
これは、ネイティブな型変換関数です。 Oracle標準マシンネイティブ整数型（ub4、sb2）を
Oracle数値に変換します。

この関数は、数値が大きすぎて Oracle数値に適合しない場合、numberまたは inumが NULL
の場合、inum_s_flagに無効な符号フラグの値が渡された場合は、エラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberFromReal()

用途
実数（浮動小数点数）型を Oracle数値に変換します。

構文
sword OCINumberFromReal ( OCIError           *err,
                          CONST dvoid        *rnum,
                          uword              rnum_length,
                          OCINumber          *number );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rnum (IN)
変換する浮動小数点数へのポインタ。

rnum_length (IN)
適切な結果のサイズ。 sizeof({float | double | long double})に等しくなります。

number (OUT)
Oracle数値に変換される指定の float。

コメント
これは、ネイティブな型変換関数です。 マシンネイティブ浮動小数点型を Oracle数値に変換
します。

この関数は、numberまたは rnumが NULLであるか、rnum_lengthが 0(ゼロ )の場合はエ
ラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberFromText()

用途
文字列を Oracle数値に変換します。

構文
sword OCINumberFromText ( OCIError           *err, 
                          CONST text         *str, 
                          ub4                str_length,
                          CONST text         *fmt,
                          ub4                fmt_length, 
                          CONST text         *nls_params, 
                          ub4                nls_p_length, 
                          OCINumber          *number );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

str (IN)
Oracle数値に変換する入力文字列。

str_length (IN)
入力文字列のサイズ。

fmt (IN)
変換書式。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さ。

nls_params (IN)
NLS書式指定。NULL 文字列（""）の場合は、セッションのデフォルト・パラメータが使用
されます。

nls_p_length (IN)
nls_paramsパラメータの長さ。

number (OUT)
数値に変換された指定文字列。
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コメント
指定された文字列を指定の書式の数値に変換します。 書式および NLSパラメータの詳細は、
『Oracle8 Server SQLリファレンス』 の TO_NUMBER 変換関数を参照してください。

この関数は、無効な書式または NLS書式、入力文字列がある場合、numberまたは strが
NULLである場合、str_lengthが 0(ゼロ )である場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberHypCos()

用途
Oracle数値のハイパボリック・コサインを求めます。

構文
sword OCINumberHypCos ( OCIError              *err, 
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
コサイン双曲線の引数。

result (OUT)
コサイン双曲線の結果。

コメント
Oracle数値のハイパボリック・コサインを求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告： Oracle数値のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberHypSin()

用途
Oracle数値のハイパボリック・サインを求めます。

構文
sword OCINumberHypSin ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
サイン双曲線の引数。

result (OUT)
サイン双曲線の結果。

コメント
Oracle数値のハイパボリック・サインを求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告： Oracle数値のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数
OCIErrorGet(), OCINumberHypCos(), OCINumberHypTan()
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OCINumberHypTan()

用途
Oracle数値のハイパボリック・タンジェントを求めます。

構文
sword OCINumberHypTan ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number,
                        OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
タンジェント双曲線の引数。

result (OUT)
タンジェント双曲線の結果。

コメント
Oracle数値のハイパボリック・タンジェントを求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告： Oracle数値のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数
OCIErrorGet(), OCINumberHypCos(), OCINumberHypSin()
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OCINumberIntPower()

用途
指定の底を指定の整数で累乗します。

構文
sword OCINumberIntPower ( OCIError             *err, 
                          CONST OCINumber      *base, 
                          CONST sword          exp,
                          OCINumber            *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

base (IN)
指数の基数。

exp (IN)
基数が累乗される指数。

result (OUT)
指数の出力。

コメント
任意の底を任意の整数で累乗します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberIsZero()

用途
指定の数値がゼロに等しいかどうかをテストします。

構文
sword OCINumberIsZero ( OCIError            *err,
                        CONST OCINumber     *number,
                        boolean             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
比較する数値。

result (OUT)
ゼロの場合は TRUE、それ以外の場合は FALSEが設定されます。

コメント
指定の数値がゼロに等しいかどうかをテストします。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberLn()

用途
Oracle数値の自然対数 (底 e)を求めます。

構文
sword OCINumberLn ( OCIError              *err,
                    CONST OCINumber       *number,
                    OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
この数値の対数を計算します。

result (OUT)
対数結果。

コメント
指定された Oracle数値の対数 (底 e)を求めます。

この関数は、NULLの数値引数があるか、numberIが 0(ゼロ )以下の場合はエラーを戻しま
す。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberLog()

用途
Oracle数値の任意の底に対する対数を求めます。

構文
sword OCINumberLog ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *base, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

base (IN)
対数の基数。

number (IN)
演算子。

result (OUT)
対数結果。

コメント
指定された Oracle数値の底を持つ対数を求めます。

この関数は、次の場合にエラーを戻します。

■ NULLの数値引数がある

■ number <= 0

■ base <= 0

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberMod()

用途
2つの Oracle数値の除算の余りを取得します。

構文
sword OCINumberMod ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1 (IN)
分子へのポインタ。

number2 (IN)
分母へのポインタ。

result (OUT)
結果の剰余。

コメント
2つの Oracle数値の除算の余りを見つけます。

この関数は、number1または number2が NULLであるか、ゼロ割りエラーがある場合にエ
ラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberMul()

用途
2つの Oracle数値を乗算します。

構文
sword OCINumberMul ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1 (IN)
乗算する数値。

number2 (IN)
乗算する数値。

result (OUT)
乗算結果。

コメント
number1に number2を乗算し、その結果を resultに戻します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberNeg()

用途
Oracle数値を負の数値にします。

構文
sword OCINumberNeg ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
負にする数値。

result (OUT)
numberの負の値が含まれます。

コメント
Oracle数値を負の数値にします。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberPower()

用途
指定の底を指定の指数で累乗します。

構文
sword OCINumberPower ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *base, 
                       CONST OCINumber       *number, 
                       OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

base (IN)
指数の基数。

number (IN)
基数が累乗される指数。

result (OUT)
指数の出力。

コメント
任意の底を任意の指数で累乗します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberRound()

用途
Oracle数値を指定の桁数で丸めます。

構文
sword OCINumberRound ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number,
                       sword                 decplace,
                       OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
丸める数値。

decplace (IN)
丸める小数点以下の桁数。 負数も可能です。

result (OUT)
丸めの出力。

コメント
Oracle数値を指定の桁数で丸めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberSetZero()

用途
Oracle数値をゼロに初期化します。

構文
void OCINumberSetZero ( OCIError      *err
                        OCINumber     *num ); 

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

num (IN/OUT)
ゼロ値に初期化する数値。

コメント
指定された数値を値 0に初期化します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberSign()

用途
Oracle数値の符号を取得します。

構文
sword OCINumberSign ( OCIError             *err, 
                      CONST OCINumber      *number, 
                      sword                *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
符号が戻される数値。

result (OUT)
以下の可能値。

コメント
Oracle数値の符号を取得します。

この関数は、numberまたは resultが NULLの場合にエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()

numberの値 resultパラメータの出力

number < 0 -1

number == 0 0

number > 0 1
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OCINumberSin()

用途
Oracle数値のサインを求めます。

構文
sword OCINumberSin ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
ラジアン単位でのサインの引数。

result (OUT)
サインの結果。

コメント
Oracle数値のサインをラジアン単位で求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberSqrt()

用途
Oracle数値の平方根を計算します。

構文
sword OCINumberSqrt ( OCIError             *err,
                     CONST OCINumber      *number, 
                     OCINumber            *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
入力数値。

result (OUT)
入力数値の平方根を含む出力。

コメント
Oracle数値の平方根を計算します。

この関数は、numberが NULLまたは負数の場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberSub()

用途
2つの Oracle数値を減算します。

構文
sword OCINumberSub ( OCIError             *err,
                     CONST OCINumber      *number1, 
                     CONST OCINumber      *number2, 
                     OCINumber            *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number1, number2 (IN)
この関数は、number2を number1から引きます。

result (OUT)
減算結果。

コメント
number2を number1から減算し、その結果を resultに戻します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()



OCINumberTan()

15-86 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCINumberTan()

用途
Oracle数値のタンジェントを求めます。

構文
sword OCINumberTan ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number,
                     OCINumber             *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
ラジアン単位でのタンジェントの引数。

result (OUT)
タンジェントの結果。

コメント
Oracle数値のタンジェントをラジアン単位で求めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberToInt()

用途
Oracle数値型を整数に変換します。

構文
sword OCINumberToInt ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number,
                       uword                 rsl_length,
                       uword                 rsl_flag, 
                       dvoid                 *rsl );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
変換する数値。

rsl_length (IN)
適切な結果のサイズ。

rsl_flag (IN)
出力の適切な符号を示すフラグで、次のように設定されています。

rsl (OUT)
結果を保存するスペースへのポインタ。

事前定義定数 使用方法

OCI_NUMBER_UNSIGNED 符号なしの値

OCI_NUMBER_SIGNED 符号付きの値
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コメント
これは、ネイティブな型変換関数です。 指定の Oracleの数値を xbn (ub2、ub4、sb2など ) 書
式に変換します。

この関数は、numberまたは rslが NULLの場合、または numberが大きすぎる（オーバーフ
ロー）か小さすぎる（アンダーフロー）場合、 無効な符号フラグの値が rsl_flagに渡される
とエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberToReal()

用途
Oracle数値型を実数に変換します。

構文
sword OCINumberToReal ( OCIError            *err,
                        CONST OCINumber     *number,
                        uword               rsl_length,
                        dvoid               *rsl );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
変換する数値。

rsl_length (IN)
適切な結果のサイズ。 sizeof({float | double | long double})に等しくなります。

rsl (OUT)
結果を保存するスペースへのポインタ。

コメント
これは、ネイティブな型変換関数です。 Oracle数値をマシンネイティブ実数型に 変換しま
す。 この関数は、単に最大 LDBL_DIGまたは DBL_DIG、FLT_DIG桁の精度の数値を変換
し、後続するゼロを削除します。 これらの定数は、float.hに定義されます。

この関数は、numberまたは rslが NULLであるか、rsl_length = 0の場合はエラーを戻しま
す。

関連関数
OCIErrorGet(), OCINumberFromReal()
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OCINumberToText()

用途
Oracle数値を文字列に変換します。

構文
sword OCINumberToText ( OCIError             *err,
                        CONST OCINumber      *number, 
                        CONST text           *fmt, 
                        ub4                  fmt_length,
                        CONST text           *nls_params, 
                        ub4                  nls_p_length,
                        ub4                  *buf_size, 
                        text                 *buf );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
変換する Oracle数値。

fmt (IN)
変換書式。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さ。

nls_params (IN)
NLS書式指定。 NULL文字列（(text *)0 ）の場合は、そのセッションのデフォルト・パ
ラメータが使われます。

nls_p_length (IN)
nls_paramsパラメータの長さ。

buf_size (IN)
バッファのサイズ。

buf (OUT)
変換された文字列が配置されるバッファ。
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コメント
指定された数値を指定の書式の文字列に変換します。 書式および NLSパラメータの詳細は、
『Oracle8 Server SQLリファレンス』 の TO_NUMBER 変換関数を参照してください。

変換された数字文字列は、最大 buf_sizeバイトまで bufに保存されます。 この関数は、次の場
合にエラーを戻します。

■ numberまたは bufが NULLである。

■ バッファが小さすぎる。

■ 書式または NLS書式が無効である。

■ 数値を指定の書式のテキストに翻訳するときにオーバーフローが発生した。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCINumberTrunc()

用途
Oracle数値を指定の桁数で切り捨てます。

構文
sword OCINumberTrunc ( OCIError             *err,
                       CONST OCINumber      *number, 
                       sword                decplace,
                       OCINumber            *result );

パラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

number (IN)
入力数値。

decplace (IN)
切り捨てる小数点以下の桁数。 負数も可能です。

result (OUT)
切捨ての出力。

コメント
Oracle数値を指定の桁数で切り捨てます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawAllocSize()

用途
ロー・メモリーの割当てサイズをバイト単位で取得します。

構文
sword OCIRawAllocSize ( OCIEnv             *env,
                        OCIError           *err,
                        CONST OCIRaw       *raw,
                        ub4                *allocsize );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

raw (IN)
割り当てられたサイズがバイト単位で返されるロー・データ。 これは、非 NULLポインタで
なければなりません。

allocsize (OUT)
ロー・メモリーの割当てサイズをバイト単位で戻します。

コメント
ロー・メモリーの割当てサイズをバイト単位で受け取ります。 割り当てられるサイズは、実
際のロー・サイズより大きいかそれに等しくなります。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawAssignBytes()

用途
型 ub1*の rawバイトを Oracleの OCIRaw*データ型に割り当てます。

構文
sword OCIRawAssignBytes ( OCIEnv             *env,
                          OCIError           *err, 
                          CONST ub1          *rhs,
                          ub4                rhs_len,
                          OCIRaw             **lhs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rhs (IN)
データ型 ub1の割当ての右側 (ソース )。

rhs_len (IN)
rhsロー・バイトの長さ。

lhs (IN/OUT)
割当て OCIRawデータの左側（ターゲット）。

コメント
rhsロー・バイトを lhs rawロー・データ型に割り当てます。 lhsローのサイズは、rhsのサイ
ズに応じて変更されます。 割り当てられたロー •バイトの型は ub1になります。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawAssignRaw()

用途
ある Oracleロー・データ型を別の Oracleロー・データ型に割り当てます。

構文
sword OCIRawAssignRaw ( OCIEnv             *env,
                        OCIError           *err, 
                        CONST OCIRaw       *rhs, 
                        OCIRaw             **lhs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rhs (IN)
割当ての右辺 (ソース )。OCIRawデータ。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。OCIRawデータ。

コメント
rhsローを lhsローに割り当てます。 lhsローのサイズは、rhsのサイズに応じて変更されま
す。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawPtr()

用途
 rawデータのポインタを取得します。

構文
ub1 *OCIRawPtr ( OCIEnv             *env,
                 CONST OCIRaw       *raw );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

raw (IN)
指定された rawデータのポインタを戻します。

戻り値
指定の rawデータのポインタ。

コメント
指定された rawデータのポインタを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawResize()

用途
指定の可変長ローのメモリー・サイズを変更します。

構文
sword OCIRawResize ( OCIEnv          *env, 
                     OCIError        *err,
                     ub2             new_size, 
                     OCIRaw          **raw );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

new_size (IN)
バイト単位での新規ロー・データのサイズ。

raw (IN)
可変長ロー・ポインタ。ローのサイズは new_sizeに変更されます。

コメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュ内の指定の可変長ローのメモリー・サイズを変更し
ます。 そのローの内容は保持されません。 この関数は、新しいメモリー領域にローを割り当
てることがありますが、この場合は指定のローが占有していたメモリーは解放されます。 入
力ローが NULL（raw == NULL）の場合、この関数は、ロー・データ用のメモリーを割り当
てます。

new_sizeが 0の場合、この関数はローが占有していたメモリーを解放し、NULLポインタ値
を戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRawSize()

用途
指定の rawのサイズを取得します。

構文
ub4 OCIRawSize ( OCIEnv             *env,
                 CONST OCIRaw       *raw );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

raw (IN/OUT)
サイズが戻される raw。

戻り値
バイト単位の rawのサイズ。

コメント
指定の rawのサイズをバイト単位で戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRefAssign()

用途
ある REFを別の REFに割り当てて、両方が同じオブジェクトを参照するようにします。

構文
sword OCIRefAssign ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     CONST OCIRef       *source, 
                     OCIRef             **target );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

source (IN)
コピー元の REF。

target (IN/OUT)
コピー先の REF。

コメント
source REFを target REFにコピーし、両方が同じオブジェクトを参照するようにします。 
target REFポインタが NULL（つまり *target == NULL）の場合、OCIRefAssign()は、コピー
を実行する前に OCIオブジェクト・キャッシュ内に target REF用のメモリーを割り当てま
す。

関連関数
OCIErrorGet()



OCIRefClear()

15-100 Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド                                   

OCIRefClear()

用途
REFを消去または無効化します。

構文
void OCIRefClear ( OCIEnv        *env,
                   OCIRef        *ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

ref (IN/OUT)
消去する REF。

コメント
指定された REFを消去または無効化します。 オブジェクトを指さない REFは、NULL REF
とみなされます。 論理的には、NULL REFはぶらさがり REFになります。

NULL REFは依然として有効な SQL値であり、SQL的には NULLではないことに注意して
ください。 これは、表内の非 NULL列または行属性用の有効な非 NULL定数 REFとして使
うことができます。

REFとして NULLポインタ値が渡された場合、この関数は no-opになります。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRefFromHex()

用途
指定の 16進文字列を REFに変換します。

構文
sword OCIRefFromHex ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc, 
                      CONST text          *hex, 
                      ub4                 length, 
                      OCIRef              **ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドル。結果の REFがこのサービス・コンテキストで初期
化される場合。

hex (IN)
REFに変換する 16進文字列（以前に OCIRefToHex()によって出力されたもの )。

length (IN)
16進文字列の長さ。

ref (IN/OUT)
16進文字列の変換先となる REF。 入力時に *refが NULLの場合は、その REF用の領域がオ
ブジェクト・キャッシュ内に割り当てられます。それ以外の場合は、指定の REFによって占
有されているメモリーが再利用されます。
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コメント
指定された 16進テキスト文字列を REFに変換します。 この関数は、変換後の REFの書式が
正しいことを保証します。 ただし、変換後の REFによって指示されるオブジェクトが存在す
るかどうかについては保証しません。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRefHexSize()

用途
REFの 16進表現のサイズを戻します。

構文
ub4 OCIRefHexSize ( OCIEnv            *env,
                    CONST OCIRef      *ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

ref (IN)
16進表現のサイズをバイト単位に戻される REF。

戻り値
REFの 16進表現のサイズ。

コメント
REFの 16進表現のために必要なバッファ・サイズをバイト単位で戻します。 最低このサイズ
のバッファを REFから 16進に変換する関数 (OCIRefToHex())に渡す必要があります。

関連関数
OCIRefAssign()
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OCIRefIsEqual()

用途
2つの REFを比較してそれらが同等であるかどうかを判別します。

構文
boolean OCIRefIsEqual ( OCIEnv              *env,
                        CONST OCIRef        *x,
                        CONST OCIRef        *y );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

x (IN)
比較する REF。

y (IN)
比較する REF。

戻り値
2つの REFが同等な場合は TRUE。

2つの REFが同等でない場合、または xか yが NULLの場合は FALSE。

コメント
指定された REFの同等性を比較します。

2つの REFは、オブジェクトの種類（永続または一時）に関係なく同じオブジェクトを参照
している場合だけ同等になります。

注意 : 2つの NULL REFは、この関数では等しくないとみなされます。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRefIsNull()

用途
REFが NULLかどうかをテストします。

構文
boolean OCIRefIsNull ( OCIEnv           *env,
                       CONST OCIRef     *ref );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

ref (IN)
NULLであるかテストする REF。

戻り値
指定の REFが NULLの場合は TRUE。

指定の REFが NULLでない場合は FALSE。

コメント
指定された REFが NULLの場合は TRUEを戻します。それ以外の場合は FALSEを戻しま
す。

REFは、次に該当する場合だけ NULLになります。

■ 持続的なオブジェクトを参照するが、オブジェクトの識別子が NULLである、または

■ 一時オブジェクトを参照するが、現時点ではオブジェクトを指していない。

注意 : 指すオブジェクトが存在しない場合、REFはぶら下がり REFです。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIRefToHex()

用途
REFを 16進文字列に変換します。

構文
sword OCIRefToHex ( OCIEnv            *env,
                    OCIError          *err, 
                    CONST OCIRef      *ref, 
                    text              *hex, 
                    ub4               *hex_length );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

ref (IN)
16進文字列に変換する REF。refが NULL REF(つまり、OCIRefIsNull(ref) == TRUE)の場合、
0(ゼロ )hex_length値が戻されます。

hex (OUT)
結果の 16進文字列を含むだけのサイズを持つバッファ。文字列の内容は、コーラーにとっ
ては不透明になります。

hex_length (IN/OUT)
入力では hexバッファのサイズを指定し、出力では hexで戻される 16進文字列実際のサイズ
を指定。

コメント
指定された REFを 16進文字列に変換し、その文字列の長さを戻します。 変換された文字列
は、コール側にとっては不透明になります。

この関数は、指定されたバッファが変換後の文字列を保持できるだけの大きさがない場合は
エラーを戻します。
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関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefHexSize()、OCIRefIsNull()
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OCIStringAllocSize() 

用途
文字列の割当てメモリー・サイズをバイト単位で取得します。

構文
sword OCIStringAllocSize ( OCIEnv              *env,
                           CONST OCIString     *vs,
                           ub4                 *allocsize ); 

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

vs (IN)
割り当てられたサイズがバイト単位で返される文字列。 vsは非 NULLのポインタでなければ
なりません。

allocsize (OUT)
文字列メモリーの割当てサイズをバイト単位で戻します。

コメント
文字列の割当てメモリー・サイズをバイト単位で戻します。 割り当てられるサイズは、実際
の文字列サイズより大きいかそれに等しくなります。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIStringAssign()

用途
文字列を別の文字列に割り当てます。

構文
sword OCIStringAssign ( OCIEnv               *env, 
                        OCIError             *err, 
                        CONST OCIString      *rhs, 
                        OCIString            **lhs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rhs (IN)
割当ての右辺（ソース）。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。

コメント
rhs文字列を lhs文字列に割り当てます。 lhs文字列のサイズは、rhsのサイズに応じて変更さ
れます。 割り当てられる文字列は、NULLで終わります。 

長さのフィールドには、NULL終了に必要な余分なバイトは含まれません。

この関数は、割当て操作で領域が足りなくなった場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIStringAssignText()

用途
ソース・テキスト文字列をターゲット文字列に割り当てます。

構文
sword OCIStringAssignText ( OCIEnv           *env,
                            OCIError         *err, 
                            CONST text       *rhs, 
                            ub2              rhs_len,
                            OCIString        **lhs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

rhs (IN)
割当ての右辺（ソース）となる文字列。

rhs_len (IN)
rhs文字列の長さ。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。

コメント
rhs文字列を lhs文字列に割り当てます。 lhs文字列のサイズは、rhsのサイズに応じて変更さ
れます。 割り当てられる文字列は、NULLで終わります。 

長さのフィールドには、NULL終了に必要な余分なバイトは含まれません。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIStringPtr()

用途
指定の文字列のポインタを取得します。

構文
text *OCIStringPtr ( OCIEnv               *env,
                     CONST OCIString      *vs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

vs (IN)
この文字列へのポインタを戻します。

戻り値
文字列のテキストを指すポインタ。

コメント
指定された文字列のテキストを指すポインタを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIStringResize()

用途
指定の文字列のメモリー・サイズを変更します。 

構文
sword OCIStringResize ( OCIEnv          *env,
                        OCIError        *err,
                        ub4             new_size,
                        OCIString       **str );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

new_size (IN)
バイト単位での文字列の新規メモリー・サイズ。 new_sizeは、NULL 文字 ('\0')を文字列終末
記号として含む必要があります。

str (IN/OUT)
OCIオブジェクト・キャッシュから解放された文字列の割当てメモリー。

コメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュ内の指定された可変長文字列のメモリー・サイズを
変更します。 文字列の内容は保たれません。 この関数は、新しいメモリー領域に文字列を割
り当てることがありますが、この場合指定の文字列が占有していたメモリーは解放されま
す。 strが NULLの場合、この関数は文字列のメモリーを割り当てます。 new_sizeが 0の場合、
この関数は、strが占有していたメモリーを解放し、NULLポインタ値を戻します。 

関連関数
OCIErrorGet()
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OCIStringSize()

用途
文字列のサイズを取得します。

構文
ub4 OCIStringSize ( OCIEnv              *env,
                    CONST OCIString     *vs );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

vs (IN)
サイズを調べる文字列。

戻り値
バイト単位の文字列のサイズ。

コメント
指定の文字列のサイズをバイト単位で戻します。 戻されたサイズには、NULL終了用の余分
なバイトは含まれていません。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCITableDelete()

用途
指定の索引位置にある要素を削除します。

構文
sword OCITableDelete ( OCIEnv          *env, 
                       OCIError        *err, 
                       sb4             index, 
                       OCITable        *tbl );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

index (IN)
削除する必要のある要素の索引。

tbl (IN)
要素を削除する表。

コメント
指定された indexの位置にある要素を削除します。 

注意 : 表の残留要素の位置序数は、 OCITableDelete()で変更されません。 この削除操作
は、表の中に「空き」を発生させます。

この関数は、指定した索引の要素がすでに削除されている場合、または指定した索引が
表に対して無効の場合には、エラーを戻します。 入力パラメータに NULLがある場合も
エラーとなります。

関連関数
OCIErrorGet()



OCITableExists()

 OCIデータ型マッピング関数および操作関数 15-115

OCITableExists() 

用途
指定の索引位置に要素が存在するかどうかをテストします。 

構文
sword OCITableExists ( OCIEnv              *env,
                       OCIError            *err, 
                       CONST OCITable      *tbl,
                       sb4                 index, 
                       boolean             *exists );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

tbl (IN)
指定の索引をチェックする表。

index (IN)
要素の存在をチェックする索引。

exists (OUT)
指定する indexに要素が存在する場合は TRUE。それ以外の場合は、FALSE。

コメント
指定の索引、indexに要素が存在するかどうかをテストします。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCITableFirst()

用途
指定の表の既存要素の最初の索引を戻します。

構文
sword OCITableFirst ( OCIEnv             *env, 
                      OCIError           *err,
                      CONST OCITable     *tbl, 
                      sb4                *index  );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

tbl (IN)
スキャンする表。

index (OUT)
指定の表に存在する最初の要素の索引が戻されます。

コメント
指定の表に存在する最初の要素の索引を戻します。

たとえば、OCITableDelete()によって表の最初の 5つの要素が削除されている場合、
OCITableDelete()は 6を戻します。

表内の非データ「空き」についての詳細は、OCITableDelete()を参照してください。

この関数は、表が空の場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()、OCITableDelete()
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OCITableLast()

用途
表の最後の既存要素の索引を戻します。

構文
sword OCITableLast ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     CONST OCITable      *tbl, 
                     sb4                 *index );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

tbl (IN)
スキャンする表。

index (OUT)
表の最後の既存要素の索引。

コメント
指定された表の最後の既存要素の索引を戻します。

この関数は、表が空の場合はエラーを戻します。

関連関数
OCIErrorGet()
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OCITableNext()

用途
表の次の既存要素の索引を戻します。

構文
sword OCITableNext ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     sb4                index, 
                     CONST OCITable     *tbl, 
                     sb4                *next_index
                     boolean            *exists );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

index (IN)
スキャンの開始位置の索引。

tbl (IN)
スキャンする表。

next_index (OUT)
tbl(index)の次の既存要素の索引。

exists (OUT)
次の索引が存在しない場合は FALSE、存在する場合は TRUE。
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コメント
indexよりも大きく exists(j)が TRUEになるような最小位置 jを戻します。

関連項目 : 表内の非データ「空き」の存在については、15-108ページの
OCIStringAllocSize()の説明を参照してください。

関連関数
OCITablePrev()
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OCITablePrev()

用途
表の前の既存要素の索引を戻します。

構文
sword OCITablePrev ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     sb4                index,
                     CONST OCITable     *tbl,
                     sb4                *prev_index
                     boolean            *exists );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

index (IN)
スキャンの開始位置の索引。

tbl (IN)
スキャンする表。

prev_index (OUT)
tbl(index)の前の既存要素の索引。

exists (OUT)
前の索引が存在しない場合は FALSE、存在する場合は TRUEに設定されます。
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コメント
indexよりも小さく exists(j)が TRUEになるような 最大位置 jを戻します。

関連項目 : 表内の非データ「空き」の存在については、15-108ページの
OCIStringAllocSize()の説明を参照してください。

関連関数
OCITableNext()
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OCITableSize()

用途
指定の表のサイズを戻します（削除済みの要素は含まれません）。

構文
sword OCITableSize ( OCIEnv             *env,
                     OCIError           *err,
                     CONST OCITable     *tbl
                     sb4                *size );

パラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 詳細は第 13章の OCIInitialize()の
記述を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドル。エラーがあると、それが errに記録され、この関数によって
OCI_ERRORが返されます。診断情報を取得するには、OCIErrorGet()をコールします。

tbl (IN)
要素の数が戻されるネストした表。

size (OUT)
ネストした表内の現在の要素数。 削除された要素はカウントに含まれません。

コメント
指定された表の中の要素カウントを戻します。

このカウントは、ネストした表から要素を削除すると 減分されます。 したがって、このカウ
ントには要素の削除によって発生する「空き」は含まれません。 削除した要素を含まないカ
ウントを得るには、OCICollSize()を使います。

たとえば、次のとおりです。

OCITableSize(...); 
// assume 'size' returned is equal to 5
OCITableDelete(...); // delete one element
OCITableSize(...);
// 'size' returned is equal to 4
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削除された要素を含めたカウントを取得するには、OCICollSize()を使用します。 上記の例を
続けます。

OCICollSize(...)
// 'size' returned is still equal to 5

この関数は、ネストした表のオブジェクト・キャッシュへのロード中にエラーが発生した場
合または入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数
OCICollSize()
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16
OCI外部プロシージャ関数

この章には、次の節があります。

■ 概要

■ OCI外部プロシージャ関数
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概要
この章では、OCI外部プロシージャ関数について説明します。 これらの関数により、外部プ
ロシージャのユーザーは、エラーの通知およびメモリーの割当て、OCIコンテキスト情報の
取得が行えます。 これらの関数の使用方法の詳細は、『PL/SQL User' Guide and Reference』を
参照してください。

リターン・コード
成功とエラーのリターン・コードは、特定の外部プロシージャ・インタフェース関数に対し
て定義されます。 特定のインタフェース関数が OCIEXTPROC_SUCCESSまたは
OCIEXTPROC_ERRORを戻した場合、アプリケーションはこれらのマクロを使用して戻り
値をチェックする必要があります。

OCIEXTPROC_SUCCESS - 外部プロシージャ成功リターン・コード 

OCIEXTPROC_ERROR - 外部プロシージャ失敗リターン・コード 

With_Context型
PL/SQL外部プロシージャへの Cコール可能インタフェースには、with_contextパラメータを
渡す必要があります。 この構造体の型は、OCIExtProcContextで、ユーザーには不透明です。

ユーザーは、 with_contextパラメータをアプリケーションで次のように宣言できます。

OCIExtProcContext *with_context;
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OCI外部プロシージャ関数
この章の残りの部分では、Cに対応するリリース 8.0 OCI外部プロシージャ関数について説
明します。関数ごとに次の情報が記載されています。

用途
この関数によって実行されるアクションの簡単な説明。

構文
この関数をコールするための構文を示すコードの一部で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

パラメータ
各関数のパラメータの説明。 これにはパラメータのモードが含まれます。 使用可能なパラ
メータのモードは、次の 3つです。

コメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

戻り値
この関数に対する可能戻り値の一覧です。

例
説明の対象となっている関数コールの使用方法を例示するコード（全体または
一部）。 すべての関数に例が記載されているわけではありません。

関連関数
関連する関数コールの一覧です。

モード 説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコールからの戻りで
データを受け取るパラメータ
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OCIExtProcAllocCallMemory()

用途 
外部プロシージャの継続中は Nバイトのメモリーを割り当てます。

構文
dvoid * OCIExtProcAllocCallMemory ( OCIExtProcContext    *with_context,
                                    size_t                amount )

パラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタ。 16-2ページの「With_Context型」を
参照してください。

amount (IN)
割り当てるバイト数。

コメント
このコールは、外部プロシージャのコール継続中に amountバイトのメモリーを割り当てま
す。

このコールで割り当てられたメモリーは、外部プロシージャから戻るとすぐに PL/SQLに
よって解放されます。 アプリケーションでは、OCIExtProcAllocCallMemory()で割り当てたメ
モリーに「解放」関数を使用しないでください。 この関数を使用して、関数の戻値用のメモ
リーを割り当ててください。

0（ゼロ）の戻り値はエラーとして扱われます。

戻り値
割り当てたメモリーを示すタイプ化されていない（不透明な）ポインタ。 

例 
text *ptr = (text *)OCIExtProcAllocCallMemory(wctx, 1024)

関連関数
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OCIExtProcRaiseExcp()

用途
PL/SQLに例外を通知します。

構文
size_t OCIExtProcRaiseExcp ( OCIExtProcContext    *with_context, 
                             int                   errnum )

 パラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタ。 16-2ページの「With_Context型」を
参照してください。

errnum (IN)
PL/SQLへ信号を送る Oracleエラー番号。 errnumは、1～ 32767の正数でなければなりませ
ん。

コメント
この関数をコールすると、例外が PL/SQLに通知されます。 この関数が問題なく戻されると、
外部プロシージャは終了処理を開始し、PL/SQLに戻ります。 いったん例外が PL/SQLに通知
されると、IN/OUT引数と OUT引数（ある場合）は処理されません。 

戻り値
OCIEXTPROC_SUCCESS - コールが成功した場合。

OCIEXTPROC_ERROR - コールが失敗した場合。

関連関数
OCIExtProcRaiseExcpWithMsg()
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OCIExtProcRaiseExcpWithMsg()

用途
例外をメッセージ付きで通知します。

構文
size_t OCIExtProcRaiseExcpWithMsg ( OCIExtProcContext   *with_context,
                                    int                  errnum, 
                                    char                 *errmsg, 
                                    size_t               msglen ) 

 パラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタ。 16-2ページの「With_Context型」を
参照してください。

errnum (IN)
PL/SQLへ信号を送る Oracleエラー番号。 errnumは、1～ 32767の正数でなければなりませ
ん。

errmsg (IN)
errnumに対応付けられたエラー・メッセージ。

len (IN)
エラー・メッセージの長さ。 errmsgが NULLで終わる文字列の場合は、0（ゼロ）が渡され
ます。

コメント
PL/SQLに例外が呼び出されます。 さらに、後続のエラー・メッセージ文字列を標準の Oracle
エラー・メッセージ内で代入します。 詳細は、OCIExtProcRaiseExcp()の説明を参照してくだ
さい。

戻り値
OCIEXTPROC_SUCCESS - コールが成功した場合。

OCIEXTPROC_ERROR - コールが失敗した場合。
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関連関数
OCIExtProcRaiseExcp()
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OCIExtProcGetEnv()

用途
OCI環境を取得します。

構文
sword OCIExtProcGetEnv ( OCIExtProcContext    *with_context, 
                         OCIEnv                envh, 
                         OCISvcCtx             svch, 
                         OCIError              errh )

パラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタ。 16-2ページの「With_Context型」を
参照してください。

envh (OUT)
OCI環境ハンドル。

svch (OUT)
OCIサービス・ハンドル。

errh (OUT)
OCIエラー・ハンドル。

コメント
OCI環境およびサービス・コンテキスト、エラー・ハンドルを取得します。

この関数の主な目的は、OCIコールバックで同じトランザクションのデータベースを使用で
きるようにすることです。 この関数で取得する OCIハンドルは、データベースに対する OCI
コールバックで使用しなければなりません。 これらのハンドルを標準の OCIコールを介して
取得した場合、これらのハンドルはデータベースへの新規接続を使用するので、同一トラン
ザクション内のコールバックには使用できません。 1つの外部プロシージャで使用できるの
は、コールバックと新規接続のどちらか一方で、両方は使用できません。



OCIExtProcGetEnv()

                                                                    OCI外部プロシージャ関数 16-9

戻り値
OCI_SUCCESS。関数が成功して完了した場合。

OCI_ERROR。エラーの場合。

関連関数
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第 4部
付録

このマニュアルの第 4部には、次の付録が含まれています。

■ 付録 Aの「リリース 7.x OCIアプリケーションからリリース 8.0へのアップグレード」で
は、リリース 7.x OCIアプリケーションからリリース 8.0へのアップグレードについて
説明します。これには、使われなくなった OCIコールのリストが含まれています。

■ 付録 Bの「ハンドルおよび記述子の属性」では、各種の OCIハンドルの属性のリストが
提供されます。

■ 付録 Cの「Oracle予約語およびキーワード、 名前領域」では、予約語、キーワード、確
保されている名前領域についての情報が提供されます。

■ 付録 Dの「コード例」では、コード例を示します。

■ 付録 Eの「OCI関数のサーバーとの通信の往復」では、ほとんどの OCIファンクション
で必須のサーバー往復についての情報を提供します。

■ 付録 Fの「Oracle8 OCI新機能」では、Oracle8 OCIで使用可能な機能および拡張機能の
詳細を提供します。
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A
リリース 7.x OCIアプリケーションからリ

リース 8.0へのアップグレード

この付録では、Oracle7 OCIと Oracle8 OCIのアプリケーションとサーバーの互換性について
説明します。 また、アプリケーションを 7.x OCIから 8.0 OCIにアップグレードするときの問
題も説明します。

この付録には、次の節があります。

■ 互換性およびアップグレードの概要

■ 廃止された OCIルーチン

■ 廃止された OCIルーチン

■ 互換性

■ アップグレード
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互換性およびアップグレードの概要
Oracle Serverのリリース 8.0は、7.x OCIおよび 8.0 OCIで書かれているアプリケーションを
サポートしています。

この章の次節以降では、OCIライブラリ・ルーチンの変更点、異なるバージョンの OCI間お
よび Server間の互換性に関する問題、およびアプリケーションをリリース 7.x OCIからリ
リース 8.0 OCIに移行するときの問題について説明します。

廃止された OCIルーチン
Oracle Call Interfaceのリリース 8.0には全く新しい関数セットが含まれています。これらは
リリース 7.3では使用できません。初期のコールはまだ使用できますが、Oracleでは、既存
のアプリケーションで新しいコールの使用を開始し、パフォーマンスの改善と機能性の向上
を図ることをお薦めします。

表 A–1に、7.x OCIコールとそれに相当するリリース 8.0のコールを表示します。 8.0 OCIの
コールの詳細は、このマニュアルの前の章を参照してください。 7.xコールの詳細は、
『Oracle8コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド、リリース 7.3』を参照してく
ださい。 これらのコールは使用されなくなったものです。つまり、OCIの今後のバージョン
ではサポートされない可能性があります。

注意 : 新しい OCIルーチンはそのほとんどが 7.xルーチンと直接対応していません。し
たがって、これら 2つの間で単にファンクション・コールやパラメータ・リストを置き
換えればいいというものではありません。 新しいコールを発行する前または後に、追加
のプログラム論理が必要な場合があります。 詳細は、このマニュアルの次章以降を参照
してください。

表 A–1 廃止された OCIルーチン

7.x OCIのルーチン 対応する 8.0 OCIルーチン

obindps()、obndra()、
obndrn()、obndrv()

OCIBindByName(), OCIBindByPos() (注意 : データ型によっては、そ
の他のバインド・コールが必要です）

obreak() OCIBreak()

ocan() なし

oclose() 注意 : リリース 8.0ではカーソルは使用されません

ocof()、ocon() OCI_COMMIT_ON_SUCCESSモードでの OCIStmtExecute()

ocom() OCITransCommit()

odefin()、odefinps() OCIDefineByPos() (注意 : データ型によっては、その他の定義コー
ルが必要です）

odescr() 注意 : スキーマ・オブジェクトは OCIDescribeAny()で記述されてい
ます。 記述は、リリース 7.xと同様に、多くの場合、SQL文実行後
に文ハンドルの OCIAttrGet()をコールすることにより行われます。
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odessp() OCIDescribeAny()

oerhms() OCIErrorGet()

oexec()、oexn() OCIStmtExecute()（または ociflsh()）

oexfet() OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()（注意 : 結果セット行は暗黙のう
ちにプリフェッチされます。）

ofen()、ofetch() OCIStmtFetch()

oflng() なし

ogetpi() OCIStmtGetPieceInfo()

olog() OCISvcCtxLogon()

ologof() OCISvcCtxLogoff()

onbclr()、onbset()、onbtst() 注意 : 非ブロック化モードは、サーバー・コンテキスト・ハンドル
またはサービス・コンテキスト・ハンドルで OCIAttrSet()または
OCIAttrGet()をコールし、設定あるいはチェックすることができま
す。

oopen() 注意 : リリース 8.0ではカーソルは使用されません。

oopt() なし

oparse() 注意 : 明確な解析ステップは 8.0 OCIにはありません。

opinit() OCIInitialize()

orol() OCITransRollback()

osetpi() OCIStmtSetPieceInfo()

sqlld2() なし

sqllda() なし

odsc() 注意 : 上の odescr()を参照。

oermsg() OCIErrorGet()

olon() OCISvcCtxLogon()

orlon() OCISvcCtxLogon()

oname() 注意 : 上の odescr()を参照

osql3() 注意 : 上の oparse()を参照

表 A–1 廃止された OCIルーチン（続き）

7.x OCIのルーチン 対応する 8.0 OCIルーチン
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関連項目 : 新しいリリース 8.0の機能でここに表示されていないその他の機能について
は、このガイドの後述の章を参照してください。

廃止された OCIルーチン
OCIの前バージョンで使用できた OCIルーチンの中には、リリース 8.0でサポートされてい
ないものがあります。これらを表 A–2に示します。

互換性
この節では、異なるバージョンの OCIと Oracle Serverの互換性について説明します。

7.xアプリケーション
リリース 8.0 OCIの新しいコールを使用していない既存の 7.xアプリケーションでは、次の 2
つの方法を選択できます。 

■ アプリケーションを再リンクしない

■ 新しい 8.0 OCIライブラリと再リンクする

いずれの場合も、アプリケーションは Oracle7 Serverと Oracle8 Serverの両方で機能します。 
このアプリケーションでは Oracle8のオブジェクト機能は使用できません。したがって、
Oracle8 OCIならではのパフォーマンスや拡張性は全く享受できません。

8.0アプリケーション
リリース 8.0 OCIだけで書かれている新しいアプリケーションは、次の例外を除いて、
Oracle7 Serverと Oracle8 Serverの両方で機能します。

表 A–2 廃止された OCIルーチン

廃止された OCIルーチン 対応する 8.0 OCIルーチン

obind() OCIBindByName(), OCIBindByPos() (注意 : データ型によって
は、その他のバインド・コールが必要です）

obindn() OCIBindByName(), OCIBindByPos() (注意 : データ型によって
は、その他のバインド・コールが必要です）

odfinn() OCIDefineByPos() (注意 : データ型によっては、その他の定
義コールが必要です）

odsrbn() 注意 : 表 A–1の odescr()を参照。

ologon() OCISvcCtxLogon()

osql() 注意 : 表 A–1の oparse()を参照。
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■ Oracle7サーバーでは、Oracle8のオブジェクト機能がすべてサポートされず、さらに次
のデータ型もサポートされません。

– SQLT_NTY - 名前付きデータ型 

– SQLT_REF - ホスト言語表現の名前付きデータ型への参照

– SQLT_CLOB -キャラクタ LOBデータ型

– SQLT_BLOB - バイナリ LOBデータ型

– SQLT_NCLOB - 各国語キャラクタ・セット LOBデータ型

– SQLT_NCHAR - 固定または可変の各国語キャラクタ・セット・データ型

– SQLT_BFILE - バイナリ FILE LOBデータ型

– SQLT_RSET - 結果セット・データ型

■ Oracle7サーバーでは、次表に示すコールまたは機能がサポートされていないか、あるい
は制限付きでサポートされています。

表 A–3 Oracle7サーバーで実行するときの 8.0 OCI制限

関数 制限

OCIBindObject() サポートされていない

OCIPasswordChange() サポートされていない

OCIDefineObject() サポートされていない

OCIDescribeAny() 選択リストまたはストアド・プロシージャの説明のみサポート

OCIErrorGet() Oracleエラーコードのサブセットだけを戻すことができる

OCIStmtFetch() プリフェッチ・オプションはサポートされていない

OCILob*()コール LOB/FILEコールはサポートされていない

OCIAttrSet() NCHAR属性の設定はサポートされていない

OCIAttrGet() NCHAR属性の取得はサポートされていない
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アップグレード
リリース 8.0の新しい機能を既存の OCIアプリケーションに組み込もうとするプログラマ
は、次の 2つの方法を選択できます。

■ 新しい OCIコールだけを使用するようにアプリケーションを完全に書き直す。

■ リリース 8.0 OCIの新しいコールをアプリケーションに組み込み、一部の操作では 7.xの
コールを使用する。

Vol.1とともに、このマニュアルでは、新しい OCIコールだけを使用するように、既存のア
プリケーションを書き換えるために必要な情報を提供します。 

8.0のコールを 7.xのアプリケーションに追加
新しい OCIコールを使用しながら一部の操作で 7.xのコールを使用して、Oracle8の新しい
データ型と機能を組み込もうとするプログラマは、次のガイドラインに従ってください。

■ olog()（または他の logonコール）のかわりに OCILogonを使用するように既存の logonを
変更します。 サービス・コンテキスト・ハンドルを新しい OCIコールで使用するか、
Lda_Defに変換して 7.x OCIコールで使用できます。

注意 : 複数のセッションをメンテナンスするアプリケーションに必要なログオン・コー
ルについては、13-122ページの OCIServerAttach()および 13-126ページの
OCISessionBegin()の説明を参照してください。

■ サーバー・コンテキスト・ハンドルは、初期化した後、Oracle8 OCIコールで使用できま
す。

■ Oracle7 OCIコールを使用するには、OCISvcCtxToLda()を使用してサーバー・コンテキス
ト・ハンドルを Lda_Defに変換し、その Lda_Defを 7.xのコールに渡します。

注意 : 同じサーバー・ハンドルを共有する複数のサービス・コンテキストがある場合、
Oracle7モードは常に 1つのみに可能です。

■ 再び 8.0のコールを使用する場合は、OCILdaToSvcCtx()を使用して Lda_Defをサーバー・
コンテキスト・ハンドルに変換し直す必要があります。

■ アプリケーションは、必要に応じて Lda_Defとサーバー・コンテキストを何回でも切り
替えることができます。 

この方法によって、アプリケーションは 1つの接続で 2つの異なる APIを使用して、異なる
タスクを実行できます。

トランザクション内で OCI 7.xコールと OCI 8.0コールを混在させ、マッチさせることはで
きますが、文の中ではできません。 そのため、1つの SQLまたは PL/SQL文を、OCI 7.xコー
ルで実行し、そのトランザクション内の次の SQLまたは PL/SQL文を、OCI 8.0コールで実
行できます。 

警告 : カーソルをオープンして OCI 7.xコールで解析した後に、OCI 8.0コールで文を実
行することはできません。
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アプリケーション・リンク発行
この節では、OCIのさまざまなバージョンでの非遅延リンクとシングル・タスク・リンクの
使用方法など、アプリケーション・リンク関連の問題について説明します。

非遅延リンク 
アプリケーションの開発者は、オラクルが Oracle9のリリースからは非遅延モード・リンク
をサポートしない予定であることに注意してください（このモードは Oracle8では引続きサ
ポートされます）。 このことを認識して、新しいアプリケーションの開発に非遅延モード・リ
ンクを使用すべきではありません。 OCIのバージョン 7.3は、次の 2つのリンク・モードを
サポートしています。 

1. 非遅延リンク : Oracle6 OCI（クライアント）では非遅延リンクのみがサポートされてい
たため、各 SQL文の解析、バインド、および定義コールがそれぞれ別々に実行され、
クライアントとサーバーの間で個別に往復していました。 このため、クライアントと
サーバー間のネットワーク・トラフィックが著しく増加し、OCIアプリケーションのパ
フォーマンスと拡張性がともに低下しました。 

2. 遅延リンク : Oracle6 OCIとは異なり、Oracle7 OCIでは非遅延リンクと遅延リンクの両
方がサポートされています。 遅延モード・リンクとは、基本的にバインドと定義のス
テップを文が実行されるまで遅らせるものです。つまり、自動的にバインドと定義の
コールをまとめて実行時間まで遅らせます。 さらに、アプリケーションを遅延モードで
リンクし、特別な解析コールを使用する (DEFFLGを非ゼロ値に設定して OPARSEを
コールする )と、解析コールを実行時まで遅らせることもできます。 遅延モード・リン
クは、アプリケーションで使用する特定の OCIコールには従わず、選択したリンク・オ
プションだけに従います。 

したがって、遅延モード・リンクを使用すると、クライアントとサーバー間の往復数が著し
く減少し、結果として、OCIアプリケーションのパフォーマンスと拡張性が向上します。 
Oracle7サーバーに接続されている Oracle7 OCIのデフォルト動作は、遅延モード・リンクで
す。 ただし Oracle7 OCIでは、特定のリンク時間オプションを設定すれば非遅延リンクも使
用できます。 

さらに、Oracle8 OCIでサポートされるコールには次の 2つのタイプがあります。 まず、
Oracle7 OCIコールはすべて Oracle8 OCIでサポートされています。つまり、バージョン 8 
OCIライブラリを再リンクすることで、すべての Oracle7 OCIコールが Oracle8 OCIクライア
ントで使用できます。 次に、その他の Oracle8特定 OCIコールがあります。 1つめのタイプの
コールでのデフォルト・モードは、引き続き遅延モード・リンクですが、リンク時間オプ
ションを設定することにより、Oracle8のすべてのリリースにわたって、このコールに対す
る非遅延モード・リンクがサポートされます。 ただし、Oracle8特定コールでは異なるパラダ
イムが使われるため、非遅延モード・リンクは必要ありません。 

現在、非遅延リンクがサポートされているクライアント側ライブラリとサーバーのさまざま
な組合わせを、次の表にまとめて示します。
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オラクルでは、Oracle8のすべてのリリース (すべての 8.*リリース )で引続き遅延モードを
サポートしていきます。 この場合、次のようになります。 

Oracle6 OCIライブラリを使ったアプリケーション 
Oracle6 OCIライブラリは、Oracle8データベースではサポートされていません。したがって、
Oracle6 OCIライブラリを使ったアプリケーションでは、Oracle8データベースを実行できま
せん。 

Oracle7 OCIライブラリを使ったアプリケーション 
Oracle7 OCIライブラリを使ったアプリケーションでは、次の 2つの設定で Oracle8データ
ベースを実行することができます。 

1. リンク時間オプションを適切に設定すれば、Oracle7 OCIライブラリを Oracle8データ
ベースに対して非遅延モードで実行することができる。 

2. また、リンク時間オプションを適切に設定すれば、Oracle8 OCIライブラリと再リンク
して非遅延モードで実行することができる。 最初の設定は Oracle8のすべてのリリース
でサポートされますが、2番目の設定は Oracle9ではサポートされません。したがって、
非遅延リンクを必要とするアプリケーションは、Oracle9クライアント側ライブラリで
はアップグレードできません。 

表 A–4 さまざまなクライアントおよびサーバー・バージョンとそのサポートするリンク・モー
ド

クライアン
ト Oracle6 OCI Oracle7 OCI Oracle8 OCI

(7.xコール )

Oracle8 OCI

(8.0コール )

Oracle9 OCI

サーバー

Oracle9 サポートされてい
ない

デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

サポートされてい
ない

サポートされてい
ない

Oracle8 サポートされてい
ない

デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

サポートされてい
ない

サポートされてい
ない

Oracle7 非遅延モードのみ デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

サポートされてい
ない

サポートされてい
ない

Oracle6 非遅延モードのみ デフォルト値 : 遅
延および
非遅延をサポート

サポートされてい
ない

サポートされてい
ない

サポートされてい
ない
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Oracle8 OCIライブラリを使ったアプリケーション 
Oracle8 OCIでは異なるパラダイムが使われているため、Oracle8特定の OCIコールを使うア
プリケーション（Oracle8のオブジェクト型へアクセスするためのアプリケーションなど）
では、非遅延モード・リンクを使う必要はありません。 Oracle7 OCIコールのみを使うアプリ
ケーションでも、非遅延モード・リンクを使うことができますが、リリース 8.1以外では使
えません。 

シングル・タスク・リンク
シングル・タスク・リンクは、Oracleの限られたユーザーだけが、主として OpenVMSプ
ラットフォーム上で使用できる機能です。 Oracleプラットフォームの中にもわずかながらシ
ングル・タスク・リンクをサポートするものがあります。 Oracle8以降のサーバー・リリース
では、すべてのプラットフォームでシングル・タスクがサポートされなくなりますので、ア
プリケーションの開発者は注意してください。Oracle8.xリリースについては、すべてのリ
リースにおいて、今までどおりそのプラットフォームでシングル・タスク・リンクがサポー
トされます。 アプリケーションの開発者は、製品ラインそれぞれのマニュアルを参照し、プ
ラットフォームがシングル・タスク・リンクをサポートしているかどうかを判断してくださ
い。

シングル・タスク・リンクでは、Oracle製品およびユーザー作成アプリケーションを Oracle
データベースにリンクするために、2つの構成がサポートされています。 

1. シングル・タスク・リンク : この場合、アプリケーションは Oracleにシングル・タスク
接続され、Oracleの共有可能なイメージに直接リンクされます。 

2. 2タスクリンク : この場合、スタンドアロン設定にリンクされたアプリケーションだけ
が、OpenVMSプラットフォーム上で Net8 DECnetまたは Net8 VMSメールボックスな
どの Net8の 2タスク・ドライバを使って、Oracleに接続できます。 これは、クライアン
ト・サーバー・アプリケーションの大多数で使用されている一般的な構成です。 2タス
ク・リンクでは、アプリケーションとツールは、各ユーザー・プロセスにシャドウ・プ
ロセスを作成するプログラム・インタフェースを介して Oracle7のデータベースに接続
します。 このシャドウ・プロセスは、Net8を使用してユーザーとシャドウ・プロセス間
の通信を行うユーザー・プロセスに代って、Oracleの共有可能イメージのコピーを実行
します。 したがって、このインタフェースでは、Oracle7 Serverの機能を起動するユー
ザー・ルーチンが 1つめのプロセスまたはタスクとして実行され、これらの機能を実行
する Oracle7ルーチンが 2つめのタスクとして実行されます。 

シングル・タスク・リンクは、今までどおり Oracle8のすべてのリリース（すべての 8.*リ
リース）でサポートされますが、Oracle8以後のリリースではサポートされません。シング
ル・タスク・リンクを使ってアプリケーションを実行するアプリケーションの開発者は、
Oracle8以後のリリースでは実行できません。
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                                                            ハンドルおよび記述子の属性 B-1

B
ハンドルおよび記述子の属性

この付録では、OCIのハンドルおよび記述子の属性を説明します。この属性は OCIAttrGet()
関数で読み込み、OCIAttrSet()関数で変更します。

次のハンドル型があります。

■ 環境ハンドルの属性

■ サービス・コンテキスト・ハンドルの属性

■ サーバー・ハンドルの属性

■ ユーザー・セッション・ハンドルの属性

■ トランザクション・ハンドルの属性

■ ステートメント・ハンドルの属性

■ バインド・ハンドルの属性

■ 定義ハンドルの属性

■ 記述ハンドルの属性

■ パラメータ記述子の属性

■ LOBロケータの属性

■ 複合オブジェクトの属性

■ アドバンスト・キューイング記述子の属性
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表記法

それぞれのハンドル型で、読込みまたは変更が可能な属性をリストします。

各属性リストには、次の情報が含まれています。

モード
使われるモードは次の 3つです。

読込み - OCIAttrGet()を使用して属性を読み込む。

書込み - OCIAttrSet()を使用して属性を変更する。

読込み /書込み - OCIAttrGet()を使用して属性を読み込み、OCIAttrSet()を使用して属性
を変更する。

説明
これは、属性の用途の説明です。

属性データ型
これは、属性のデータ型です。 必要に応じ、読込みモードと書込みモードのデータ型が区別
されます。

可能な値
一定の値だけが実現される場合には、その値をここに表示します。

例
一部の属性については例が記載されています。
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環境ハンドルの属性

OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZE

モード
読込み /書込み

説明
最適サイズのパーセンテージとして、クライアント側オブジェクト・キャッシュの最大サイ
ズ（高水位標）を、設定します。 デフォルト値は 10%です。詳細は、11-5ページの「オブ
ジェクト・キャッシュ・パラメータ」を参照してください。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE

モード
読込み /書込み

説明
クライアント側オブジェクトのキャッシュの最適サイズをバイト数で設定します。 デフォル
ト値は 200KBです。 詳細は、11-5ページの「オブジェクト・キャッシュ・パラメータ」を参
照してください。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_OBJECT

モード
読込み

説明
環境がオブジェクト・モードで初期化されていた場合は、TRUEを戻します。

属性データ型
boolean *
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OCI_ATTR_FNCODE

モード
読込み

説明
ハンドル上で最後の OCI操作の関数コードを戻します。 それぞれの OCI関数は、値が ub4で
す。 

OCI関数コ－ドは、B-5ページの表 B–1に示されています。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_PINOPTION

モード
読込み /書込み

説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションに OCI_PIN_DEFAULTの値
を設定します。 

たとえば、OCI_ATTR_PINOPTIONが OCI_PIN_RECENTに設定されている場合に、
pin_optionパラメータが OCI_PIN_DEFAULTに設定されている OCIObjectPin()をコールする
と、オブジェクトは OCI_PIN_RECENTモードで確保されます。

属性データ型
OCIPinOpt *

OCI_ATTR_ALLOC_DURATION

モード
読込み /書込み

説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションの割当継続時間に
OCI_DURATION_DEFAULTの値を設定します。

属性データ型
OCIDuration *
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表 B–1 OCI関数コ－ド

No. OCIルーチン No. OCIルーチン No. OCIルーチン

1 OCIInitialize 27 OCIDefineArrayOfStruct 53 （使用されていない）

2 OCIHandleAlloc 28 OCIStmtFetch 54 OCIAttrGet

3 OCIHandleFree 29 OCIStmtGetBindInfo 55 OCIAttrSet

4 OCIDescriptorAlloc 30 （使用されていない） 56 OCIParamSet

5 OCIDescriptorFree 31 （使用されていない） 57 OCIParamGet

6 OCIEnvInit 32 OCIDescribeAny 58 OCIStmtGetPieceInfo

7 OCIServerAttach 33 OCITransStart 59 OCILdaToSvcCtx

8 OCIServerDetach 34 OCITransDetach 60 （使用されていない）

9 （使用されていない） 35 OCITransCommit 61 OCIStmtSetPieceInfo

10 OCISessionBegin 36 （使用されていない） 62 OCITransForget

11 OCISessionEnd 37 OCIErrorGet 63 OCITransPrepare

12 OCIPasswordChange 38 OCILobFileOpen 64 OCITransRollback

13 OCIStmtPrepare 39 OCILobFileClose 65 OCIDefineByPos

14 （使用されていない） 40 （使用されていない） 66 OCIBindByPos

15 （使用されていない） 41 （使用されていない） 67 OCIBindByName

16 （使用されていない） 42 OCILobCopy 68 OCILobAssign

17 OCIBindDynamic 43 OCILobAppend 69 OCILobIsEqual

18 OCIBindObject 44 OCILobErase 70 OCILobLocatorIsInit

19 （使用されていない） 45 OCILobGetLength 71 OCILobEnableBuffering

20 OCIBindArrayOfStruct 46 OCILobTrim 72 OCILobCharSetID

21 OCIStmtExecute 47 OCILobRead 73 OCILobCharSetForm

22 （使用されていない） 48 OCILobWrite 74 OCILobFileSetName

23 （使用されていない） 49 （使用されていない） 75 OCILobFileGetName

24 （使用されていない） 50 OCIBreak 76 OCILogon

25 OCIDefineObject 51 OCIServerVersion 77 OCILogoff

26 OCIDefineDynamic 52 （使用されていない） 78 OCILobDisableBuffering

79 OCILobFlushBuffer

80 OCILobLoadFromFile
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OCI_ATTR_PIN_DURATION

モード
読込み /書込み

説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションの確保継続時間に
OCI_DURATION_DEFAULTの値を設定します。

属性データ型 
OCIDuration *



サービス・コンテキスト・ハンドルの属性
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サービス・コンテキスト・ハンドルの属性

OCI_ATTR_SQLCODE

モード
読込み

説明
サービス・コンテキスト・ハンドル上で処理された最後の SQLコマンドのコードを戻しま
す。 各 SQLコマンドは、ub4という値をとります。

SQLコマンド・コードは、B-8ページの表 B–2に示されています。

属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_ENV

モード
読込み

説明
サービス・コンテキストに対応付けられた環境コンテキストを戻します。

属性データ型
OCIEnv **

OCI_ATTR_SERVER

モード
読込み /書込み

説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストのサーバー・コンテキスト属性を指すポインタ
を戻します。

書込みモードでは、サービス・コンテキストのサーバー・コンテキスト属性を設定します。

属性データ型
OCIServer **（読込み）/ OCIServer *（書込み）
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表 B–2 SQLコマンド・コード

コー
ド SQLファンクション

コー
ド SQLファンクション

コー
ド SQLファンクション

01 CREATE TABLE 35 LOCK 69 （使用されていない）

02 SET ROLE 36 NOOP 70 ALTER RESOURCE COST

03 INSERT 37 RENAME 71 CREATE SNAPSHOT LOG

04 SELECT 38 COMMENT 72 ALTER SNAPSHOT LOG

05 UPDATE 39 AUDIT 73 DROP SNAPSHOT LOG

06 DROP ROLE 40 NOAUDIT 74 CREATE SNAPSHOT

07 DROP VIEW 41 ALTER INDEX 75 ALTER SNAPSHOT

08 DROP TABLE 42 CREATE EXTERNAL DATABASE 76 DROP SNAPSHOT

09 DELETE 43 DROP EXTERNAL DATABASE 77 CREATE TYPE

10 CREATE VIEW 44 CREATE DATABASE 78 DROP TYPE

11 DROP USER 45 ALTER DATABASE 79 ALTER ROLE

12 CREATE ROLE 46 CREATE ROLLBACK SEGMENT 80 ALTER TYPE

13 CREATE SEQUENCE 47 ALTER ROLLBACK SEGMENT 81 CREATE TYPE BODY

14 ALTER SEQUENCE 48 DROP ROLLBACK SEGMENT 82 ALTER TYPE BODY

15 （使用されていない） 49 CREATE TABLESPACE 83 DROP TYPE BODY

16 DROP SEQUENCE 50 ALTER TABLESPACE 84 DROP LIBRARY

17 CREATE SCHEMA 51 DROP TABLESPACE 85 TRUNCATE TABLE

18 CREATE CLUSTER 52 ALTER SESSION 86 TRUNCATE CLUSTER

19 CREATE USER 53 ALTER USER 87 CREATE BITMAPFILE

20 CREATE INDEX 54 COMMIT (WORK) 88 ALTER VIEW

21 DROP INDEX 55 ROLLBACK 89 DROP BITMAPFILE

22 DROP CLUSTER 56 SAVEPOINT 90 SET CONSTRAINTS

23 VALIDATE INDEX 57 CREATE CONTROL FILE 91 CREATE FUNCTION

24 CREATE PROCEDURE 58 ALTER TRACING 92 ALTER FUNCTION

25 ALTER PROCEDURE 59 CREATE TRIGGER 93 DROP FUNCTION

26 ALTER TABLE 60 ALTER TRIGGER 94 CREATE PACKAGE

27 EXPLAIN 61 DROP TRIGGER 95 ALTER PACKAGE

28 GRANT 62 ANALYZE TABLE 96 DROP PACKAGE

29 REVOKE 63 ANALYZE INDEX 97 CREATE PACKAGE BODY

30 CREATE SYNONYM 64 ANALYZE CLUSTER 98 ALTER PACKAGE BODY

31 DROP SYNONYM 65 CREATE PROFILE 99 DROP PACKAGE BODY

32 ALTER SYSTEM SWITCH LOG 66 DROP PROFILE 157 CREATE DIRECTORY

33 SET TRANSACTION 67 ALTER PROFILE 158 DROP DIRECTORY

34 PL/SQL EXECUTE 68 DROP PROCEDURE 159 CREATE LIBRARY
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OCI_ATTR_SESSION

モード
読込み /書込み

説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストの認証コンテキスト属性を指すポインタを戻し
ます。 

書込みモードでは、サービス・コンテキストの認証コンテキスト属性を設定します。 

属性データ型
OCISession **（読込み）/ OCISession *（書込み）

OCI_ATTR_TRANS

モード
読込み /書込み

説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストのトランザクション・コンテキスト属性を指す
ポインタを戻します。

書込みモードでは、サービス・コンテキストのトランザクション・コンテキスト属性を設定
します。

属性データ型
OCITrans **（読込み）/ OCITrans *（書込み）

OCI_ATTR_IN_V8_MODE

モード
読込み

説明
アプリケーションが (OCISvcCtxToLda()コールによって )Oracle7モードに切り替えられてい
るかどうかを確認できます。 戻り値がゼロ以外 (TRUE)であれば、アプリケーションは現在
Oracle8モードで実行されており、戻り値がゼロ (FALSE)であればアプリケーションは現在
Oracle7モードで実行されています。

属性データ型
ub1 *
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例
次のコード・サンプルで、このパラメータの使用方法を示します。

in_v8_mode = 0; 
OCIAttrGet ((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (ub1 *)&in_v8_mode,  
                    (ub4) 0, OCI_ATTR_IN_V8_MODE, errhp); 
if (in_v8_mode) 

fprintf (stdout, "In V8 mode\n"); 
else 

fprintf (stdout, "In V7 mode\n");
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サーバー・ハンドルの属性

OCI_ATTR_ENV

モード
読込み

説明
サーバー・コンテキストに対応付けられた環境コンテキストを戻します。

属性データ型
OCIEnv **

OCI_ATTR_FNCODE

モード
読込み

説明
ハンドル上で最後の OCI操作の関数コードを戻します。 それぞれの OCI関数は、値が ub4で
す。 

OCI関数コ－ドは、B-5ページの表 B–1に示されています。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME

モード
読込み /書込み

説明
外部名は使いやすいグローバルな名前です。これは sys.props$.value$に格納されています
(name = 'GLOBAL_DB_NAME')。「GLOBAL_DB_NAME」という名前で格納されています。
外部名は、すべてのデータベースがネットワーク・ディレクトリ・サービスで名前を登録し
ない限り、一意である保証はありません。

分散トランザクションを調整する場合に、データベース名をサーバーと交換できます。 サー
バー・データベース名へは、OCISessionBegin()コールが発行されたときデータベースが開い
ていたときに限り、アクセスすることができます。
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属性データ型
text **（読込み）/text *（書込み）

OCI_ATTR_INTERNAL_NAME

モード
読込み /書込み

説明
グローバル・トランザクションの実行時に記録されるクライアント・データベース名を設定
します。 この名前は、故障のために準備状態で保留になっている可能性があるトランザク
ションを追跡するために、DBAで使用できます。

属性データ型
text **（読込み）/text *（書込み）

OCI_ATTR_IN_V8_MODE

モード
読込み

説明
アプリケーションが (OCISvcCtxToLda()コールによって )Oracle7モードに切り替えられてい
るかどうかを確認できます。 戻り値がゼロ以外 (TRUE)であれば、アプリケーションは現在
Oracle8モードで実行されており、戻り値がゼロ (FALSE)であればアプリケーションは現在
Oracle7モードで実行されています。

属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_FOCBK

モード
読込み /書込み

説明
詳細は、7-35ページの「アプリケーション・フェイルオーバー・コールバック」を参照して
ください。

属性データ型
OCIFocbkStruct *
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ユーザー・セッション・ハンドルの属性

OCI_ATTR_USERNAME

モード
書込み

説明
認証に使用するユーザー名を指定します。

属性データ型
text *

OCI_ATTR_PASSWORD

モード
書込み

説明
認証に使用するパスワードを指定します。

属性データ型
text *
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トランザクション・ハンドルの属性

OCI_ATTR_TRANS_NAME

モード
読込み /書込み

説明
この属性を使用して、トランザクションを識別するテキスト文字列の構築または読込みがで
きます。 これは、XIDを使用してトランザクションを識別するかわりに使用される方法です。 
テキスト文字列は、64バイトまで指定できます。

属性データ型
text **（読込み）/ text *（書込み）

OCI_ATTR_XID

モード
読込み /書込み

説明
トランザクションを識別する XIDの設定または読込みができます。

属性データ型
XID **（読込み）/ XID *（書込み）
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ステートメント・ハンドルの属性

OCI_ATTR_FNCODE

モード
読込み

説明
ハンドル上で最後の OCI操作の関数コードを戻します。 それぞれの OCI関数は、値が ub4で
す。 OCI関数コ－ドは、B-5ページの表 B–1に示されています。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_ROW_COUNT

モード
読込み

説明
これまでに処理した行の数を戻します。 デフォルト値は 1です。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_SQLFNCODE

モード
読込み

説明
文に対応付けられた SQLコマンドの関数コードを戻します。

属性データ型
ub2 *

注意
SQLコマンド・コードは、B-8ページの表 B–2に示されています。
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OCI_ATTR_ENV

モード
読込み

説明
文に対応付られた環境コンテキストを戻します。

属性データ型
OCIEnv **

OCI_ATTR_STMT_TYPE

モード
読込み

説明
ハンドルに対応付けたれた文のタイプ。 可能な値は次のとおりです。

■ OCI_STMT_SELECT

■ OCI_STMT_UPDATE

■ OCI_STMT_DELETE

■ OCI_STMT_INSERT

■ OCI_STMT_CREATE

■ OCI_STMT_DROP

■ OCI_STMT_ALTER

■ OCI_STMT_BEGIN (PL/SQL文 )

■ OCI_STMT_DECLARE (PL/SQL文 )

属性データ型
ub2 *
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OCI_ATTR_ROWID

モード
読込み

説明
文字列書式で挿入または更新、フェッチされた現在行の行 IDを戻します。 executeが複数行
操作だった場合は、該当する行の反復回数を lenに含める必要があります。 Oracle7 Serverに
接続されたときは、挿入または更新、フェッチされた最終行の行 IDだけを取得できます。

属性データ型
OCIRowid **

OCI_ATTR_PARAM_COUNT

モード
読込み

説明
この属性を使用して、文ハンドルに対応付けられた文の選択リストにある列数を取得できま
す。

属性データ型
ub4 *

例
次のコード・サンプルで、この属性の使用方法を示します。

/* Describe of a select-list */ 
text *selstmt  = "SELECT * FROM EMP"; 
ub4 parmcnt; 
OCIParam *parmdp; 

err = OCIStmtPrepare (stmhp, errhp, selstmt,
(ub4)strlen((char *)selstmt), 
(ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT); 

 
err = OCIStmtExecute (svchp, stmhp, errhp, (ub4)1, (ub4)0, 

(const OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*)0, OCI_DESCRIBE_ONLY); 

/* get the number of columns in the select list */ 
err = OCIAttrGet ((dvoid *)stmhp, (ub4)OCI_HTYPE_STMT, (dvoid *) 

&parmcnt, (ub4 *) 0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM_COUNT, errhp); 
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/* get describe information for each column  */ 
for (i = 0; i < parmcnt; i++) { 
    OCIParamGet (dvoid *)stmhp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &parmdp, i); 
/* get the attributes for each column */ 
        } 

OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS

モード
書込み

説明
プリフェッチされるトップ・レベル行の数を設定します。 デフォルト値は 1行です。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY

モード
書込み

説明
プリフェッチされるトップ・レベル行のメモリー・レベルを設定します。 このメモリー・レ
ベルが、指定したメモリー使用量の制限以下である場合は、指定したトップ・レベル行数ま
での行がフェッチされます。 デフォルト値は 0です。これは、プリフェッチされた行の数の
計算にメモリー・サイズが含まれていないことを意味します。

属性データ型
ub4 *
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バインド・ハンドルの属性

OCI_ATTR_FNCODE

モード
読込み

説明
ハンドル上で最後の OCI操作の関数コードを戻します。 それぞれの OCI関数は、値が ub4で
す。 OCI関数コ－ドは、B-5ページの表 B–1に示されています。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHAR_COUNT

モード
書込み

説明
5-25ページの「文字カウント属性」を参照。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モード
読込み /書込み

説明
バインド・ハンドルのキャラクタ・セット ID

属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_CHARSET_FORM

モード
読込み /書込み
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説明
バインド・ハンドルのキャラクタ・セット形式

属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE

モード
読込み /書込み

説明
5-24ページの「OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性」を参照。

属性データ型
sb4 *

OCI_ATTR_PDSCL

モード
書込み

説明
データ型が SQLT_PDNのフィールドに対して、小数点以下の桁数を設定します。

属性データ型
ub2 *
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OCI_ATTR_PDFMT

モード
書込み

説明
書式文字列を指定します。

属性データ型
text **

OCI_ATTR_ROWS_RETURNED

モード
読込み

説明
この属性は、RETURNING句で DML文をバインディングする OUTのコールバック関数を実
行している時、現在の繰返しで戻される行数を戻します。

属性データ型
ub4 *
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定義ハンドルの属性

OCI_ATTR_FNCODE

モード
読込み

説明
ハンドル上で最後の OCI操作の関数コードを戻します。 それぞれの OCI関数は、値が ub4で
す。 

OCI関数コ－ドは、B-5ページの表 B–1に示されています。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHAR_COUNT

モード
書込み

説明
文字型データの文字数を設定します。 この属性は、定義バッファに格納したい文字の数を指
定します。 defineコールで指定した定義バッファの長さは、文字数より大きくなければなり
ません。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モード
読込み /書込み

説明
定義ハンドルのキャラクタ・セット ID

属性データ型
ub2 *
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OCI_ATTR_CHARSET_FORM

モード
読込み /書込み

説明
定義ハンドルのキャラクタ・セット形式

属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_PDSCL

モード
書込み

説明
データ型が SQLT_PDNのフィールドに対して、小数点以下の桁数を設定します。

属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_PDFMT

モード
書込み

説明
書式文字列を指定します。

属性データ型
text **
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記述ハンドルの属性

OCI_ATTR_PARAM_COUNT

モード
読込み

説明
記述ハンドル内のパラメータ数を戻します。 記述ハンドルが選択リストの記述である場合は、
選択リスト内の列数を示します。

属性データ型
ub4 *

パラメータ記述子の属性

パラメータ記述子の属性については、第 6章の「スキーマ・メタデータの記述」の詳細リス
トを参照してください。
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LOB ロケータの属性

OCI_ATTR_LOBEMPTY

モード
書込み

説明
内部 LOBロケータを Empty値に設定します。 すると、そのロケータは INSERTまたは
UPDATE文のバインド変数として使用でき、LOBを Empty値に初期化します。 LOBが
Empty値になると、OCILobWrite()をコールしてデータを LOBに移入できます。 この属性は
内部 LOB(BLOB、CLOB、NCLOB)に対してだけ有効です。

アプリケーションから、0(ゼロ )の値を持つ ub4のアドレスを渡します。たとえば、

ub4 lobEmpty = 0

と宣言した後にアドレス &lobEmptyを渡します。 

属性データ型
ub4 *
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複合オブジェクトの属性

複合オブジェクト検索の詳細は、8-20ページの「複合オブジェクト検索」を参照してくださ
い。

複合オブジェクト検索ハンドルの属性

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_LEVEL

モード
書込み

説明
複合オブジェクト検索の深さレベル。

属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_COLL_OUTOFLINE

モード
書込み

説明
オブジェクト型ライン外にある収集属性をフェッチするかどうか。

属性データ型
ub1 *
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複合オブジェクト検索記述子の属性

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE

モード
書込み

説明
複合オブジェクト検索に続く REFの 1タイプ。

属性データ型
dvoid *

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE_LEVEL|

モード
書込み

説明
後続の OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_COMP_TYPEの REFの深さレベル。

属性データ型
ub4 *
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アドバンスト・キューイング記述子の属性

アドバンスト・キューイングおよびプロパティ、オプションの詳細は、『Oracle8アプリケー
ション開発者ガイド』のアドバンスト・キューイングの章を参照してください。

OCIAQEnqOptions 記述子の属性

次に示す属性は、OCIAQEnqOptions記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_RELATIVE_MSGID

モード
読込み /書込み

説明
順序逸脱操作で参照されるメッセージのメッセージ識別子を指定します。 この値は、
OCI_ATTR_SEQUENCE_DIVISIONで OCI_ENQ_BEFOREが指定されている場合のみ有効で
す。 順序逸脱が未指定の場合には、この値は無視されます。

属性データ型
OCIRaw *

OCI_ATTR_SEQUENCE_DEVIATION

モード
読込み /書込み

説明
現在エンキューされているメッセージを、すでにキューにあるその他のメッセージより先に
デキューするかどうかを指定します。

属性データ型
ub4

可能な値
次に示す値のみ有効です。

■ OCI_ENQ_BEFORE:  メッセージは、OCI_ATTR_RELATIVE_MSGIDで指定したメッ
セージより先にエンキューされます。

■ OCI_ENQ_TOP:  メッセージは、その他のあらゆるメッセージより先にエンキューされ
ます。
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OCI_ATTR_VISIBILITY

モード
読込み /書込み

説明
エンキュー要求のトランザクション動作を指定します。

属性データ型
ub4

可能な値
次のみが有効な値です。

■ OCI_ENQ_ON_COMMIT:  エンキューはカレント・トランザクションの一部です。 操作
は、トランザクションがコミットするときに完了します。 これは、デフォルトケースで
す。

■ OCI_ENQ_IMMEDIATE:  エンキューはカレント・トランザクションの一部ではありませ
ん。 固有のトランザクションで操作が行われます。

OCIAQDeqOptions 記述子の属性

次に示す属性は、OCIAQDeqOptions記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

モード
読込み /書込み

説明
利用者名。 利用者名に合致するメッセージだけがアクセスされます。 キューが複数の利用者
に対して設定されていない場合、このフィールドは NULLに設定します。

属性データ型
text *

OCI_ATTR_CORRELATION

モード
読込み /書込み
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説明
デキューするメッセージの相関識別子を指定します。 パーセント符号（%）やアンダースコ
ア（_）などの特殊なパターン・マッチング文字を使用することができます。 2つ以上のメッ
セージがパターンに合致する場合、デキューの順序は確定されません。

属性データ型
text *

OCI_ATTR_DEQ_MODE

モード
読込み /書込み

説明
デキューに対応付けられたロック動作を指定します。

属性データ型
ub4

可能な値
次に示す値のみ有効です。

■ OCI_DEQ_BROWSE:  ロックを取得することなくメッセージを読み込みます。 これは、
SELECT文と同じです。

■ OCI_DEQ_LOCKED:  メッセージを読み込み、書込みロックを取得します。 ロックは、
トランザクションの間有効です。 これは、SELECT FOR UPDATE文と同じです。

■ OCI_DEQ_REMOVE:  メッセージを読み込み、それを更新または削除します。 これは、
デフォルトです。 メッセージは、保存プロパティに基づいてキュー・テーブルに保存さ
れます。
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OCI_ATTR_DEQ_MSGID

モード
読込み /書込み

説明
デキューするメッセージのメッセージ識別子を指定します。

属性データ型
OCIRaw *

OCI_ATTR_NAVIGATION

モード
読込み /書込み

説明
取り出すメッセージの位置を指定します。 まず位置が判断され、 次に検索基準が適用され、 最
後にメッセージが取り出されます。 

属性データ型
ub4

可能な値
次に示す値のみ有効です。

■ OCI_DEQ_FIRST_MSG:  使用可能なメッセージの中から、検索基準に合致する最初の
メッセージを取り出します。 これにより、位置はキューの先頭にリセットされます。

■ OCI_DEQ_NEXT_MSG:  使用可能なメッセージの中から、検索基準に合致する次のメッ
セージを取り出します。 前のメッセージがメッセージ・グループに属していた場合は、
検索基準に合致し、なおかつメッセージ・グループに属するメッセージが AQにより取
り出されます。 これは、デフォルトです。

■ OCI_DEQ_NEXT_TRANSACTION:  残りのカレント・トランザクション・グループをス
キップし、次のトランザクション・グループから最初のメッセージを取り出します。 こ
のオプションは、現行のキューに対してメッセージをグループ化できる場合にだけ使用
できます。

OCI_ATTR_VISIBILITY

モード
読込み /書込み
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説明
新しいメッセージをカレント・トランザクションの一部としてデキューするかどうかを指定
します。BROWSEモードを使用しているときは、この可視性 (visibility)パラメータは無視さ
れます。

属性データ型
ub4

可能な値
次に示す値のみ有効です。

■ OCI_DEQ_ON_COMMIT:  デキューはカレント・トランザクションの一部になります。 
これは、デフォルトケースです。

■ OCI_DEQ_IMMEDIATE:  デキューされたメッセージはカレント・トランザクションの一
部ではありません。 固有のトランザクションが構成されます。

OCI_ATTR_WAIT

モード
読込み /書込み

説明
検索基準に合致するメッセージがないときの待機時間を指定します。 同じグループのメッ
セージがデキューされている場合、このパラメータは無視されます。

属性データ型
ub4

可能な値
ub4値はいずれも有効ですが、さらに次のような定数が事前定義されています。

■ OCI_DEQ_WAIT_FOREVER:  いつまでも待ち続けます。 これは、デフォルトです。

■ OCI_DEQ_NO_WAIT:  待ちません。
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OCIAQMsgProperties 記述子の属性

次に示す属性は、OCIAQMsgProperties記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_ATTEMPTS

モード
読込み

説明
あるメッセージに対して今までに何回デキューが試みられたかを指定します。 このパラメー
タを、エンキュー時刻に設定することはできません。

属性データ型
sb4

可能な値
sb4値はいずれも有効です。

OCI_ATTR_CORRELATION

モード
読込み /書込み

説明
エンキュー時に製作者がメッセージに付けた IDを指定します。

属性データ型
text *

可能な値
文字列は 128バイトまで有効です。

OCI_ATTR_DELAY

モード
読込み /書込み

説明
エンキューしたメッセージを遅延させる秒数を指定します。 遅延はメッセージがデキュー可
能になった後の秒数を示します。 msgidによりデキューすると、遅延仕様部は上書きされま
す。 遅延を設定すると、エンキューされたメッセージは WAITING状態となり、遅延時間が
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終了するとともに READY状態となります。 DELAY処理にはキュー・モニタを起動させる必
要があります。 遅延は、あくまでもメッセージをエンキューする製作者が設定します。

属性データ型
sb4

可能な値
すべての sb4値が有効ですが、次の事前定義済みの定数が使用可能です。

■ OCI_MSG_NO_DELAY:  メッセージが即時にデキューできることを示します。

OCI_ATTR_ENQ_TIME

モード
読込み

説明
メッセージがエンキューされた時間を指定します。 この値はシステムにより判断されるもの
であり、ユーザーは設定できません。

属性データ型
OCIDate

OCI_ATTR_EXCEPTION_QUEUE

モード
読込み /書込み

説明
無事に処理されなかったメッセージを移動する移動先のキューの名前を指定します。 メッ
セージが移動されるのは次の 2つの場合です。 デキューが max_retries以内の回数で成功しな
かった場合、またはメッセージの有効期限が切れた場合。 例外キューのメッセージはすべて
EXPIRED状態です。

デフォルトは、キュー・テーブルと対応付けられた例外キューです。 移動時に指定の例外
キューが存在しない場合、メッセージはキュー・テーブルと対応付けられたデフォルトの例
外キューに移動し、警告が警告ファイルにログされます。 デフォルトの例外キューが使用さ
れている場合は、デキュー時に NULL値が戻されます。

この属性は有効なキュー名を参照しなければなりません。

属性データ型
text *
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OCI_ATTR_EXPIRATION

モード
読込み /書込み

説明
メッセージの時間切れを指定します。 この時間（秒）を経過したメッセージはデキューされ
ません。 このパラメータは、遅延からのオフセットです。 時間切れ処理にはキュー・モニタ
を起動させる必要があります。

時間切れ前のメッセージは READY状態です。 時間切れ前にデキューされないメッセージは、
EXPIRED状態となって例外デキューに移動します。

属性データ型
sb4

可能な値
すべての sb4値が有効ですが、次の事前定義済みの定数が使用可能です。

■ OCI_MSG_NO_EXPIRATION: メッセージは時間切れになりません。

OCI_ATTR_MSG_STATE

モード
読込み

説明
デキュー時のメッセージの状態を指定します。 このパラメータを、エンキュー時刻に設定す
ることはできません。

属性データ型
ub4

可能な値
戻される値は次の 4つだけです。

■ OCI_MSG_WAITING:  メッセージの遅延時間がまだ経過していません。

■ OCI_MSG_READY:  メッセージは処理できる状態にあります。

■ OCI_MSG_PROCESSED:  メッセージは処理され、保存されています。

■ OCI_MSG_EXPIRED:  メッセージは例外キューに移動しました。
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OCI_ATTR_PRIORITY

モード
読込み /書込み

説明
メッセージの優先順位を指定します。 数値が小さいほど高い優先順位を示します。 優先順位
は、負数も含めたあらゆる数値で指定できます。 

デフォルト値は 0(ゼロ )です。

属性データ型
sb4

OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST

モード
書込み

説明
このパラメータは、複数の利用者を許すキューに対してのみ有効です。 デフォルトの受信者
はキューの予約者です。 このパラメータはデキュー時に利用者に戻されません。

属性データ型
OCIAQAgent **
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OCIAQAgent 記述子の属性

次に示す属性は、OCIAQAgent記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS

モード
読込み /書込み

説明
プロトコル特定の受信者アドレス。 プロトコルが 0(デフォルト )の場合、アドレスのフォー
ムは [schema.]queue[@dblink]となります。

属性データ型
text *

可能な値
128バイト以下のあらゆる文字列。

OCI_ATTR_AGENT_NAME

モード
読込み /書込み

説明
メッセージ製作者名または利用者名。

属性データ型
text *

可能な値
30バイト以下のあらゆる Oracle識別子。

OCI_ATTR_AGENT_PROTOCOL

モード
読込み /書込み

説明
アドレスを解釈しメッセージを波及させるプロトコル。 デフォルト値（現在はこれだけがサ
ポートされています）は 0(ゼロ )です。
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属性データ型
ub1

可能な値
有効な値は 0(ゼロ )だけです。これはデフォルトでもあります。
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C
Oracle予約語およびキーワード、 名前領域

この付録では、Oracleで特殊な意味を持つワードのリストを示します。 それぞれのワードは、
使用されるコンテキストの中で特定の役割を果たします。 たとえば、INSERT文では、予約
語「INTO」は行を追加する表を指定します。 しかし、FETCH文や SELECT文では、予約語
「INTO」は列の値が割り当てられる出力ホスト変数を指定します。

この付録には次の節があります。

■ Oracle予約語およびキーワード

■ PL/SQL予約語

■ Oracle予約名前領域
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Oracle予約語およびキーワード
Oracleの予約語は Oracleで特別な意味を持っているので、再定義できません。 したがって、
データベース・オブジェクト（列、表、索引など）の名前を指定する場合には、これらの語
を使用できません。

キーワードも Oracleで特殊な意味を持っていますが、予約語ではないので、再定義できま
す。 ただし、いずれは予約語になる可能性があるものもあるので、キーワードをアプリケー
ション内で変数または関数名として使用するときは注意が必要です。

次の表は、Oracleの予約語およびキーワードを一覧表示します。
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表 C–1 キーワードおよび予約語

ワード タイプ ワード タイプ

| 予約語 AS 予約語 

& 予約語 ASC 予約語 

: 予約語 AT キーワード 

, 予約語 AUDIT 予約語 

- 予約語 AUTHENTICATED キーワード 

= 予約語 AUTHORIZATION キーワード 

> 予約語 AUTOEXTEND キーワード 

[ 予約語 AUTOMATIC キーワード 

< 予約語 AVG キーワード

( 予約語 

. 予約語 BACKUP キーワード 

+ 予約語 BECOME キーワード 

] 予約語 BEFORE キーワード 

) 予約語 BEGIN キーワード 

! 予約語 BETWEEN 予約語 

/ 予約語 BFILE キーワード 

* 予約語 BITMAP キーワード 

^ 予約語 BLOB キーワード 

@ 予約語 BLOCK キーワード 

BODY キーワード 

ACCESS 予約語 BY 予約語 

ACCOUNT キーワード 

ACTIVATE キーワード CACHE キーワード 

ADD 予約語 CACHE_INSTANCES キーワード 

ADMIN キーワード CANCEL キーワード 

ADVISE キーワード CASCADE キーワード 

AFTER キーワード CAST キーワード 

ALL 予約語 CFILE キーワード 

ALL_ROWS キーワード CHAINED キーワード 

ALLOCATE キーワード CHANGE キーワード 

ALTER 予約語 CHAR 予約語 

ANALYZE キーワード CHAR_CS キーワード 

AND 予約語 CHARACTER キーワード 
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ANY 予約語 CHECK 予約語 

ARCHIVE キーワード CHECKPOINT キーワード 

ARCHIVELOG キーワード CHOOSE キーワード 

ARRAY キーワード CHUNK キーワード 

ARRAYLEN キーワード CLEAR キーワード 

CLOB キーワード DATAFILE キーワード 

CLONE キーワード DATAFILES キーワード 

CLOSE キーワード DATAOBJNO キーワード 

CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORS キーワード DATE 予約語 

CLUSTER 予約語 DBA キーワード 

COALESCE キーワード 

COBOL キーワード

COLUMN 予約語 

COLUMNS キーワード DEALLOCATE キーワード 

COMMENT 予約語 DEBUG キーワード 

COMMIT キーワード DEC キーワード 

COMMITTED キーワード DECIMAL 予約語 

COMPATIBILITY キーワード DECLARE キーワード 

COMPILE キーワード DEFAULT 予約語 

COMPLETE キーワード DEFERRABLE キーワード 

COMPOSITE_LIMIT キーワード DEFERRED キーワード 

COMPRESS 予約語 DEGREE キーワード 

COMPUTE キーワード DELETE 予約語 

CONNECT 予約語 DEREF キーワード 

CONNECT_TIME キーワード DESC 予約語 

CONSTRAINT キーワード DIRECTORY キーワード 

CONSTRAINTS キーワード DISABLE キーワード 

CONTENTS キーワード DISCONNECT キーワード 

CONTINUE キーワード DISMOUNT キーワード 

CONTROLFILE キーワード DISTINCT 予約語 

CONVERT キーワード DISTRIBUTED キーワード 

COST キーワード DML キーワード 

COUNT キーワード DOUBLE キーワード 

CPU_PER_CALL キーワード DROP 予約語 

CPU_PER_SESSION キーワード DUMP キーワード 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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CREATE 予約語 

CURRENT 予約語 EACH キーワード 

CURRENT_SCHEMA キーワード ELSE 予約語 

CURRENT_USER キーワード ENABLE キーワード 

CURSOR 予約語 END キーワード 

CYCLE キーワード ENFORCE キーワード 

ENTRY キーワード 

DANGLING キーワード ESCAPE キーワード 

DATABASE キーワード ESTIMATE キーワード 

EVENTS キーワード GO キーワード

EXCEPT キーワード GOTO キーワード

EXCEPTIONS キーワード GRANT 予約語 

EXCHANGE キーワード GROUP 予約語 

EXCLUDING キーワード GROUPS キーワード 

EXCLUSIVE 予約語 

EXEC キーワード HASH キーワード 

EXECUTE キーワード HASHKEYS キーワード 

EXISTS 予約語 HAVING 予約語 

EXPIRE キーワード HEADER キーワード 

EXPLAIN キーワード HEAP キーワード 

EXTENT キーワード 

EXTENTS キーワード IDENTIFIED 予約語 

EXTERNALLY キーワード IDGENERATORS キーワード 

IDLE_TIME キーワード 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS キーワード IF キーワード 

FALSE キーワード IMMEDIATE 予約語 

FAST キーワード IN 予約語 

FETCH キーワード INCLUDING キーワード 

FILE 予約語 INCREMENT 予約語 

FIRST_ROWS キーワード INDEX 予約語 

FLAGGER キーワード INDEXED キーワード 

FLOAT 予約語 INDEXES キーワード 

FLOB キーワード INDICATOR キーワード 

FLUSH キーワード IND_PARTITION キーワード 

FOR 予約語 INITIAL 予約語 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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FORCE キーワード INITIALLY キーワード 

FOREIGN キーワード INITRANS キーワード 

FORTRAN キーワード INSERT 予約語 

FOUND キーワード INSTANCE キーワード 

FREELIST キーワード INSTANCES キーワード 

FREELISTS キーワード INSTEAD キーワード 

FROM 予約語 INT キーワード 

FULL キーワード INTEGER 予約語 

FUNCTION キーワード INTERMEDIATE キーワード 

INTERSECT 予約語 

GLOBAL キーワード INTO 予約語 

GLOBALLY キーワード IS 予約語 

GLOBAL_NAME キーワード ISOLATION キーワード 

ISOLATION_LEVEL キーワード MAXSIZE キーワード 

MAXTRANS キーワード 

KEEP キーワード MAXVALUE キーワード 

KEY キーワード MIN キーワード 

KILL キーワード MEMBER キーワード 

MINIMUM キーワード 

LABEL キーワード MINEXTENTS キーワード 

LANGUAGE キーワード MINUS 予約語 

LAYER キーワード MINVALUE キーワード 

LESS キーワード MLSLABEL 予約語 

LEVEL 予約語 

LIBRARY キーワード 

LIKE 予約語 MODE 予約語 

LIMIT キーワード MODIFY 予約語 

LINK キーワード MODULE キーワード

LIST キーワード MOUNT キーワード 

LISTS キーワード MOVE キーワード 

LOB キーワード MTS_DISPATCHERS キーワード 

LOCAL キーワード MULTISET キーワード 

LOCK 予約語 

LOCKED キーワード NATIONAL キーワード 

LOG キーワード NCHAR キーワード 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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LOGFILE キーワード NCHAR_CS キーワード 

LOGGING キーワード NCLOB キーワード 

LOGICAL_READS_PER_CALL キーワード NEEDED キーワード 

LOGICAL_READS_PER_SESSION キーワード NESTED キーワード 

LONG 予約語 NETWORK キーワード 

NEW キーワード 

MANAGE キーワード NEXT キーワード 

MANUAL キーワード NOARCHIVELOG キーワード 

MASTER キーワード NOAUDIT 予約語 

MAX キーワード NOCACHE キーワード 

MAXARCHLOGS キーワード NOCOMPRESS 予約語 

MAXDATAFILES キーワード NOCYCLE キーワード 

MAXEXTENTS 予約語 NOFORCE キーワード 

MAXINSTANCES キーワード NOLOGGING キーワード 

MAXLOGFILES キーワード NOMAXVALUE キーワード 

MAXLOGHISTORY キーワード NOMINVALUE キーワード 

MAXLOGMEMBERS キーワード NONE キーワード 

NOORDER キーワード 

NOOVERRIDE キーワード PACKAGE キーワード 

NOPARALLEL キーワード PACKED キーワード

NORESETLOGS キーワード PARALLEL キーワード 

NOREVERSE キーワード PARTITION キーワード 

NORMAL キーワード PASSWORD キーワード 

NOSORT キーワード PASSWORD_GRACE_TIME キーワード 

NOT 予約語 PASSWORD_LIFE_TIME キーワード 

NOTFOUND 予約語 PASSWORD_LOCK_TIME キーワード 

NOTHING キーワード PASSWORD_REUSE_MAX キーワード 

NOWAIT 予約語 PASSWORD_REUSE_TIME キーワード 

NULL 予約語 PASSWORD_VERIFY_FUNCTION キーワード 

NUMBER 予約語 PCTFREE 予約語 

NUMERIC キーワード PCTINCREASE キーワード 

NVARCHAR2 キーワード PCTTHRESHOLD キーワード 

PCTUSED キーワード 

OBJECT キーワード PCTVERSION キーワード 

OBJNO キーワード PERCENT キーワード 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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OBJNO_REUSE キーワード PERMANENT キーワード 

OF 予約語 PLAN キーワード 

OFF キーワード PLI キーワード

OFFLINE 予約語 PLSQL_DEBUG キーワード 

OID キーワード POST_TRANSACTION キーワード 

OIDINDEX キーワード PRECISION キーワード 

OLD キーワード PRESERVE キーワード 

ON 予約語 PRIMARY キーワード 

ONLINE 予約語 PRIOR 予約語 

ONLY キーワード PRIVATE キーワード 

OPCODE キーワード PRIVATE_SGA キーワード 

OPEN キーワード PRIVILEGE キーワード 

OPTIMAL キーワード PRIVILEGES 予約語 

OPTIMIZER_GOAL キーワード PROCEDURE キーワード 

OPTION 予約語 PROFILE キーワード 

OR 予約語 PUBLIC 予約語 

ORDER 予約語 PURGE キーワード 

ORGANIZATION キーワード 

QUEUE キーワード 

OVERFLOW キーワード QUOTA キーワード 

OWN キーワード 

RANGE キーワード SCAN_INSTANCES キーワード 

RAW 予約語 SCHEMA キーワード 

RBA キーワード SCN キーワード 

READ キーワード SCOPE キーワード 

SD_ALL キーワード 

REAL キーワード SD_INHIBIT キーワード 

REBUILD キーワード SD_SHOW キーワード 

RECOVER キーワード SECTION キーワード

RECOVERABLE キーワード SEGMENT キーワード 

RECOVERY キーワード SEG_BLOCK キーワード 

REF キーワード SEG_FILE キーワード 

REFERENCES キーワード SELECT 予約語 

REFERENCING キーワード SEQUENCE キーワード 

REFRESH キーワード SERIALIZABLE キーワード 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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RENAME 予約語 SESSION 予約語 

REPLACE キーワード SESSION_CACHED_CURSORS キーワード 

RESET キーワード SESSIONS_PER_USER キーワード 

RESETLOGS キーワード SET 予約語 

RESIZE キーワード SHARE 予約語 

RESOURCE 予約語 SHARED キーワード 

RESTRICTED キーワード SHARED_POOL キーワード 

RETURN キーワード SHRINK キーワード 

RETURNING キーワード SIZE 予約語 

REUSE キーワード SKIP キーワード 

REVERSE キーワード SKIP_UNUSABLE_INDEXES キーワード 

REVOKE 予約語 SMALLINT 予約語 

ROLE キーワード SNAPSHOT キーワード 

ROLES キーワード SOME キーワード 

ROLLBACK キーワード SORT キーワード 

ROW 予約語 SPECIFICATION キーワード 

ROWID 予約語 SPLIT キーワード 

ROWLABEL 予約語 SQL キーワード

ROWNUM 予約語 SQLBUF 予約語

ROWS 予約語 SQLCODE キーワード

RULE キーワード SQLERROR キーワード

SQLSTATE キーワード

SAMPLE キーワード SQL_TRACE キーワード 

SAVEPOINT キーワード STANDBY キーワード 

SB4 キーワード START 予約語 

STATEMENT_ID キーワード TX キーワード 

STATISTICS キーワード TYPE キーワード 

STOP キーワード 

STORAGE キーワード UB2 キーワード 

STORE キーワード UBA キーワード 

STRUCTURE キーワード UID 予約語 

SUCCESSFUL 予約語 UNARCHIVED キーワード 

SUM キーワード UNDER キーワード

SWITCH キーワード UNDO キーワード 

SYS_OP_ENFORCE_NOT_NULL$ キーワード UNION 予約語 

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ
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SYS_OP_NTCIMG$ キーワード UNIQUE 予約語 

SYNONYM 予約語 UNLIMITED キーワード 

SYSDATE 予約語 UNLOCK キーワード 

SYSDBA キーワード UNPACKED キーワード

SYSOPER キーワード UNRECOVERABLE キーワード 

SYSTEM キーワード UNTIL キーワード 

UNUSABLE キーワード 

TABLE 予約語 UNUSED キーワード 

TABLES キーワード UPDATABLE キーワード 

TABLESPACE キーワード UPDATE 予約語 

TABLESPACE_NO キーワード USAGE キーワード 

TABNO キーワード USE キーワード 

TEMPORARY キーワード USER 予約語 

THAN キーワード USING キーワード 

THE キーワード 

THEN 予約語 VALIDATE 予約語 

THREAD キーワード VALIDATION 予約語 

TIMESTAMP キーワード VALUE 予約語 

TIME キーワード VALUES 予約語 

TO 予約語 VARCHAR 予約語 

TOPLEVEL キーワード VARCHAR2 予約語 

TRACE キーワード VARYING キーワード 

TRACING キーワード VIEW 予約語 

TRANSACTION キーワード 

TRANSITIONAL キーワード WHEN キーワード 

TRIGGER 予約語 WHENEVER 予約語 

TRIGGERS キーワード WHERE 予約語 

TRUE キーワード WITH 予約語 

TRUNCATE キーワード WITHOUT キーワード 

WORK キーワード 

WRITE キーワード 

XID キーワード

表 C–1 キーワードおよび予約語（続き）

ワード タイプ ワード タイプ



PL/SQL予約語

 Oracle予約語およびキーワード、 名前領域 C-11

PL/SQL予約語
PL/SQL予約語およびキーワードについての情報は『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。
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Oracle予約名前領域
表 C–2には、Oracleが予約している名前領域のリストがあります。 Oracleライブラリにある
関数名の先頭は、このリストの文字列に限られています。 名前が競合する可能性があるので、
これらの文字で始まらない名前を関数に付けてください。 

例えば、SQL*Net Transparent Network Service関数はすべて NSの文字で始まります。した
がって "NS"で始まる名前を関数に付けるのは避けてください。

表 C–2のリストは、Oracle予約名前領域にあるすべての関数の完全なリストではありませ
ん。 特定の名前領域内の関数をすべて知りたい場合は、適切な Oracleライブラリに対応する
マニュアルを参照してください。

表 C–2 Oracle予約名前領域

名前領域 ライブラリ 

 XA XAアプリケーション専用の外部関数 

 SQ Oracleプリコンパイラと SQL*Moduleアプリケーションで使用す
る外部 SQLLIB関数 

 O、OCI 外部 OCI関数、内部 OCI関数 

 UPI、KP Oracle UPIレイヤーの関数名 

NA 
NC
ND
NL 
NM 
NR
NS
NT
NZ
OSN
TTC

SQL*Net ネイティブ・サービス製品
SQL*Net RPCプロジェクト
SQL*Net ディレクトリ
SQL*Net ネットワーク・ライブラリ・レイヤー
SQL*Net ネット管理プロジェクト
SQL*Net 交換
SQL*Net 透明ネットワーク・サービス
SQL*Net ドライバ
SQL*Net セキュリティ・サービス
SQL*Net V1
SQL*Net 2タスク 

 GEN、L、ORA コア・ライブラリ関数 

 LI、LM、LX Oracle NLSレイヤーの関数名 

 S システム依存ライブラリの関数名 



                                                            コード例 D-1

D
コード例

この付録には、OCIコールの使用方法を示すコード例が記述されています。 これらのプログ
ラムはあくまでも例にすぎないので、すべてのプラットフォームで実行できるとは限りませ
ん。 アプリケーションに特定のヘッダーまたは SQLファイルが必要なときは、アプリケー
ション・コードの後に記述されています。

ここに記述した例およびその他のプログラム例は、Oracleインストレーションの demoディ
レクトリ内にあります。

■ 例 1、SQL処理

■ 例 2、オブジェクトの取り出し

■ 例 3、RETURNING句を使う DML

■ 例 4、オブジェクトの解明

■ 例 5、CLOB/BLOB操作

■ 例 6、LOBバッファリング

■ 例 7、REF確保とナビゲーション
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例 1、SQL処理
/* 
 *      -- cdemo81.c --
 *  An example program which adds new employee
 *  records to the personnel data base.  Checking
 *  is done to insure the integrity of the data base.
 *  The employee numbers are automatically selected using
 *  the current maximum employee number as the start.
 *  
 *  The program queries the user for data as follows:
 *   
 *  Enter employee name:
 *  Enter employee job:
 *  Enter employee salary:
 *  Enter employee dept:
 *   
 *  The program terminates if return key (CR) is entered
 *  when the employee name is requested.
 *   
 *  If the record is successfully inserted, the following is printed:
 *   
 *  "ename" added to department "dname" as employee # "empno"
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

static text *username = (text *) "SCOTT";
static text *password = (text *) "TIGER";

/* Define SQL statements to be used in program. */
static text *insert = (text *) "INSERT INTO emp(empno, ename, job, sal, \
          deptno)VALUES (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)";
static text *seldept = (text *) "SELECT dname FROM dept WHERE deptno = :1";
static text *maxemp = (text *) "SELECT NVL(MAX(empno), 0) FROM emp";
static text *selemp = (text *) "SELECT ename, job FROM emp";

static OCIEnv *envhp;
static OCIServer *srvhp;
static OCIError *errhp;
static OCISvcCtx *svchp;
static OCIStmt *stmthp, *stmthp1;
static OCIDefine *defnp = (OCIDefine *) 0;
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static OCIBind  *bnd1p = (OCIBind *) 0;          /* the first bind handle */
static OCIBind  *bnd2p = (OCIBind *) 0;         /* the second bind handle */
static OCIBind  *bnd3p = (OCIBind *) 0;          /* the third bind handle */
static OCIBind  *bnd4p = (OCIBind *) 0;         /* the fourth bind handle */
static OCIBind  *bnd5p = (OCIBind *) 0;          /* the fifth bind handle */
static OCIBind  *bnd6p = (OCIBind *) 0;          /* the sixth bind handle */

static void checkerr(/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);
static void cleanup(/*_ void _*/);
static void myfflush(/*_ void _*/);
int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);

static sword status;

int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{

  sword    empno, sal, deptno;
  sword    len, len2, rv, dsize, dsize2;
  sb4      enamelen = 10;
  sb4      joblen = 9;
  sb4      deptlen = 14;
  sb2      sal_ind, job_ind;
  sb2      db_type, db2_type;
  sb1      name_buf[20], name2_buf[20];
  text     *cp, *ename, *job, *dept;

  sb2      ind[2]; 
  ub2      alen[2];
  ub2      rlen[2];
  OCIDescribe  *dschndl1 = (OCIDescribe *) 0,
               *dschndl2 = (OCIDescribe *) 0,
               *dschndl3 = (OCIDescribe *) 0;
  OCISession *authp = (OCISession *) 0;
  
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 );

  (void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &envhp, OCI_DEFAULT, (size_t) 0, 
                     (dvoid **) 0 );

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, OCI_HTYPE_ERROR, 
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);
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  /* server contexts */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, OCI_HTYPE_SERVER,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"inst1_alias", 
                   strlen("inst1_alias"), 0);

  /* set attribute server context in the service context */
  (void) OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 
                 (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);

  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&authp,
                 (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0);
 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) username, (ub4) strlen((char *)username),
                 (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) password, (ub4) strlen((char *)password),
                 (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);

  checkerr(errhp, OCISessionBegin ( svchp,  errhp, authp, OCI_CRED_RDBMS, 
                  (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   (dvoid *) authp, (ub4) 0,
                   (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
           OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp1,
           OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  /* Retrieve the current maximum employee number. */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, maxemp, 
                                (ub4) strlen((char *) maxemp),
                                (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  /* bind the input variable */
  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defnp, errhp, 1, (dvoid *) &empno,
                   (sword) sizeof(sword), SQLT_INT, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
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                   (ub2 *)0, OCI_DEFAULT));

  /* execute and fetch */
  if (status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
               (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT))
  {
    if (status == OCI_NO_DATA)
      empno = 10;
    else
    {
      checkerr(errhp, status);
      cleanup();
      return OCI_ERROR;
    }
  }

  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert, 
                                (ub4) strlen((char *) insert),
                                (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp1, errhp, seldept, 
                                (ub4) strlen((char *) seldept),
                                (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  /*  Allocate output buffers. Allow for \n and '\0'. */
  ename = (text *) malloc((size_t) enamelen + 2);
  job   = (text *) malloc((size_t) joblen + 2);

  /* Bind the placeholders in the INSERT statement. */
  if ((status = OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":ENAME",
             -1, (dvoid *) ename,
             enamelen+1, SQLT_STR, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT)) ||
      (status = OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":JOB",
             -1, (dvoid *) job,
             joblen+1, SQLT_STR, (dvoid *) &job_ind,
             (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT)) ||
      (status = OCIBindByName(stmthp, &bnd3p, errhp, (text *) ":SAL",
             -1, (dvoid *) &sal,
             (sword) sizeof(sal), SQLT_INT, (dvoid *) &sal_ind,
             (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT)) ||
      (status = OCIBindByName(stmthp, &bnd4p, errhp, (text *) ":DEPTNO",
             -1, (dvoid *) &deptno,
             (sword) sizeof(deptno), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT)) ||
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      (status = OCIBindByName(stmthp, &bnd5p, errhp, (text *) ":EMPNO",
             -1, (dvoid *) &empno,
             (sword) sizeof(empno), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT)))
  {
    checkerr(errhp, status);
    cleanup();
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Bind the placeholder in the "seldept" statement. */
  if (status = OCIBindByPos(stmthp1, &bnd6p, errhp, 1,
           (dvoid *) &deptno, (sword) sizeof(deptno),SQLT_INT,
           (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0,OCI_DEFAULT))
  {
    checkerr(errhp, status);
    cleanup();
    return OCI_ERROR;
  }  

  /* Allocate the dept buffer now that you have length. */
  /* the deptlen should eventually get from dschndl3.    */
  deptlen = 14;
  dept = (text *) malloc((size_t) deptlen + 1);

  /* Define the output variable for the select-list. */
  if (status = OCIDefineByPos(stmthp1, &defnp, errhp, 1,
                             (dvoid *) dept, deptlen+1, SQLT_STR,
                             (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, OCI_DEFAULT))
  {
    checkerr(errhp, status);
    cleanup();
    return OCI_ERROR;
  }

  for (;;)
  {
    /*Prompt for employee name.  Break on no name. */
    printf("\nEnter employee name (or CR to EXIT): ");
    fgets((char *) ename, (int) enamelen+1, stdin);
    cp = (text *) strchr((char *) ename, '\n');
    if (cp == ename)
    {
      printf("Exiting... ");
      cleanup();
      return OCI_SUCCESS;
    }
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    if (cp)
      *cp = '\0';
    else
    {
      printf("Employee name may be truncated.\n");
      myfflush();
    }
    /*   Prompt for the employee's job and salary. */
    printf("Enter employee job: ");
    job_ind = 0;
    fgets((char *) job, (int) joblen + 1, stdin);
    cp = (text *) strchr((char *) job, '\n');
    if (cp == job)
    {
      job_ind = -1; /* make it NULL in table */    
      printf("Job is NULL.\n");/*  using indicator variable */
    }
    else if (cp == 0)
    {
      printf("Job description may be truncated.\n");
      myfflush();
    }
    else
      *cp = '\0';

    printf("Enter employee salary: ");
    scanf("%d", &sal);
    myfflush();
    sal_ind = (sal <= 0) ? -2 : 0;  /* set indicator variable */

    /*
     *  Prompt for the employee's department number, and verify
     *  that the entered department number is valid
     *  by executing and fetching.
     */
    do
    {
      printf("Enter employee dept: ");
      scanf("%d", &deptno);
      myfflush();
      if ((status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
               (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT))
          && (status != OCI_NO_DATA))
      {
        checkerr(errhp, status);
        cleanup();
        return OCI_ERROR;
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      }  
      if (status == OCI_NO_DATA)
        printf("The dept you entered doesn't exist.\n");
      } while (status == OCI_NO_DATA);

      /*
       *  Increment empno by 10, and execute the INSERT
       *  statement. If the return code is 1 (duplicate
       *  value in index), then generate the next
       *  employee number.
       */
      empno += 10;
      if ((status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
               (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT)) 
               && status != 1)
      {
        checkerr(errhp, status);
        cleanup();
        return OCI_ERROR;
      }
      while (status == 1)
      {
        empno += 10;
        if ((status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
               (CONST OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT)) 
                && status != 1)
        {
          checkerr(errhp, status);
          cleanup();
          return OCI_ERROR;
        }
      }  /* end for (;;) */

      /* Commit the change. */
      if (status = OCITransCommit(svchp, errhp, 0))
      {
        checkerr(errhp, status);
        cleanup();
        return OCI_ERROR;
      }
      printf("\n\n%s added to the %s department as employee number %d\n",
                 ename, dept, empno);
  }
}

void checkerr(errhp, status)
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OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  sb4 errcode = 0;

  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    (void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NODATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    (void) OCIErrorGet((dvoid *)errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                        errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %.*s\n", 512, errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    (void) printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    (void) printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    (void) printf("Error - OCI_CONTINUE\n");
    break;
  default:
    break;
  }
}

/*
 * Exit program with an exit code.
 */
void cleanup()
{
  if (stmthp)
    checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, OCI_HTYPE_STMT));
  if (stmthp1)
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    checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) stmthp1, OCI_HTYPE_STMT));

  if (errhp)
    (void) OCIServerDetach( srvhp, errhp, OCI_DEFAULT );
  if (srvhp)
    checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, OCI_HTYPE_SERVER));
  if (svchp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX);
  if (errhp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) errhp, OCI_HTYPE_ERROR);
  return;
}

void myfflush()
{
  eb1 buf[50];

  fgets((char *) buf, 50, stdin);
}
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例 2、オブジェクトの取り出し
/* NAME
     cdemo82.c - oci object sample program ; run cdemo82.sql  */
 
#ifndef CDEMO82_ORACLE
#include <cdemo82.h>
#endif

#define SCHEMA "CDEMO82"

/*******************************************************************/ 
static void pin_display_addr(envhp, errhp, addrref)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCIRef *addrref;
{
  sword status;
  address *addr = (address *)0;

  checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, addrref, (OCIComplexObject *)0,
                   OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION, OCI_LOCK_NONE,
                   (dvoid **)&addr));
  
  if (addr)
  {
    printf("address.state = %.2s address.zip = %.10s\n",
            OCIStringPtr(envhp, addr->state), OCIStringPtr(envhp, addr->zip));
  }
  else
  {
    printf("Pinned address pointer is null\n");
  }
  
  checkerr(errhp, OCIObjectUnpin(envhp, errhp, (dvoid *) addr));
}

/*****************************************************************/ 
static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  ub4 buflen;
  ub4 errcode;
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  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    printf("Error - OCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    printf("Error - OCI_NO_DATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                  errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s\n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    printf("Error - OCI_CONTINUE\n");
    break;
  default:
    break;
  }
}

/****************************************************************/ 
/* 
 ** execute "selvalstmt" statement -- selects from a table with an object.
 **
 */
static void selectval(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  OCIType *addr_tdo = (OCIType *) 0;
  OCIDefine *defn1p = (OCIDefine *) 0, *defn2p = (OCIDefine *) 0;
  address *addr = (address *)NULL;
  sword custno =0;



例 2、オブジェクトの取り出し

                                                                    コード例 D-13

  int i = 0;
  OCIRef *addrref = (OCIRef *) 0;
  OCIRef *type_ref = (OCIRef *) 0;
  sb4 status;
  OCIDescribe *dschp = (OCIDescribe *) 0;
  OCIParam *parmp;

  /* allocate describe handle for OCIDescribeAny */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dschp,
                        (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0));
  

  /* define the application request */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) selvalstmt,
               (ub4) strlen(selvalstmt),
               (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  /* bind the input variable */
  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn1p, errhp, (ub4) 1, (dvoid *) 
               &custno,
               (sb4) sizeof(sword), SQLT_INT, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
               (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn2p, errhp, (ub4) 2, (dvoid *) 0,
               (sb4) 0, SQLT_NTY, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
               (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
 /*  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (const text *) 0,
                   (ub4) 0, (const text *) "ADDRESS_VALUE",
                   (ub4) strlen((const char *) "ADDRESS_VALUE"),
                   (CONST text *) 0, (ub4) 0,
                   OCI_DURATION_SESSION,  OCI_TYPEGET_HEADER,
                   &addr_tdo)); */

  checkerr(errhp, OCIDescribeAny(svchp, errhp, (text *)"ADDRESS_VALUE",
                  (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"), OCI_OTYPE_NAME, 
                  (ub1)1,
                  (ub1) OCI_PTYPE_TYPE, dschp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid *) dschp, (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                  (dvoid *)&parmp, (ub4 *)0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM, errhp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &type_ref, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_REF_TDO, (OCIError *) errhp));
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  checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, type_ref, (OCIComplexObject *) 0,
               OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION, OCI_LOCK_NONE,
               (dvoid **)&addr_tdo));
 
  if(!addr_tdo)
  {
    printf("NULL tdo returned\n");
    goto done_selectval;
  }
  
  
  checkerr(errhp, OCIDefineObject(defn2p, errhp, addr_tdo, (dvoid **) &addr,
                (ub4 *) 0, (dvoid **) 0, (ub4 *) 0));
  
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
               (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) 
               OCI_DEFAULT));
  
  /* execute and fetch */
  do
  {
    if (addr)
      printf("custno = %d address.state = %.2s address.zip = %.10s\n", custno,
            OCIStringPtr(envhp, addr->state), OCIStringPtr(envhp, addr->zip));
    else
      printf("custno = %d fetched address is NULL\n", custno);
    
    addr = (address *)NULL;
  }
  while ((status = OCIStmtFetch(stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) OCI_FETCH_NEXT,
                               (ub4) OCI_DEFAULT)) == OCI_SUCCESS ||
                                status == OCI_SUCCESS_WITH_INFO);
  
  
  if ( status!= OCI_NO_DATA )
    checkerr(errhp, status);
  
  printf("\n\n");
  
 done_selectval:
  
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) defn1p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) defn2p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE));
  
}

/****************************************************************
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 ** execute "selobjstmt" -- selects records from a table with a REF. 
 */
static void selectobj(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  OCIType *addr_tdo = (OCIType *) 0;
  OCIDefine *defn1p = (OCIDefine *) 0, *defn2p = (OCIDefine *) 0;
  sword status;
  OCIRef *addrref = (OCIRef *) 0, *addrref1 = (OCIRef *) 0;
  sword custno =0;
  int i = 0;
  address *addr;
  ub4     ref_len;
  
  
  /* define the application request */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) selobjstmt,
               (ub4) strlen(selobjstmt),
               (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn1p, errhp, (ub4) 1, (dvoid *) 
               &custno, (sb4) sizeof(sword), SQLT_INT, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
               (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  addrref = (OCIRef *)NULL;

  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn2p, errhp, (ub4) 2, (dvoid *) 
               NULL, (sb4) 0, SQLT_REF, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
               (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCIDefineObject(defn2p, errhp, (OCIType *)NULL,
                     (dvoid **)&addrref, &ref_len, (dvoid **)0, (ub4 *)0));
  
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
               (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  do
  {
    printf("custno = %d fetched address\n", custno);
    
    if ( addrref )
    {
      pin_display_addr(envhp, errhp, addrref);
    }
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    else
      printf("Address ref is NULL\n");
    
  }
  while ((status = OCIStmtFetch(stmthp, errhp, (ub4) 1,  (ub4) OCI_FETCH_NEXT,
                               (ub4) OCI_DEFAULT)) == OCI_SUCCESS ||
                                status == OCI_SUCCESS_WITH_INFO);
  
  
  if ( status != OCI_NO_DATA )
    checkerr(errhp, status);
  
  printf("\n\n");
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) defn1p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) defn2p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE));
  
}

/*******************************************************************/ 
/*******************************************************************/ 
/*
 **execute "insstmt"
 **
 */
static void insert(envhp, svchp, stmthp, errhp, insstmt, nrows)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
text *insstmt;
ub2   nrows;
{
  OCIType *addr_tdo = (OCIType *) 0;
  address  addrs;
  null_address naddrs;
  address *addr = &addrs;
  null_address *naddr = &naddrs;
  sword custno =300;
  OCIBind *bnd1p = (OCIBind *) 0, *bnd2p = (OCIBind *) 0;
  char buf[20];
  ub2 i;
  OCIRef *type_ref = (OCIRef *) 0;
  OCIDescribe *dschp = (OCIDescribe *) 0;
  OCIParam *parmp;

  /* allocate describe handle for OCIDescribeAny */
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  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dschp,
                        (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  /* define the application request */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insstmt,
               (ub4) strlen(insstmt),
               (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  /* bind the input variable */
  checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":custno", 
               (sb4) -1, (dvoid *) &custno, 
               (sb4) sizeof(sword), SQLT_INT,
               (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, 
               (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":addr", 
               (sb4) -1, (dvoid *) 0, 
               (sb4) 0, SQLT_NTY, (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
               (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  /*  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (const text *)0,
                   (ub4) 0, (const text *) "ADDRESS_VALUE",
                   (ub4) strlen((const char *) "ADDRESS_VALUE"),
                   (CONST text *) 0, (ub4) 0,
                   OCI_DURATION_SESSION,  OCI_TYPEGET_HEADER,
                   &addr_tdo)); */

  checkerr(errhp, OCIDescribeAny(svchp, errhp, (text *)"ADDRESS_VALUE",
                  (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"), OCI_OTYPE_NAME,   
                  (ub1)1, (ub1) OCI_PTYPE_TYPE, dschp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid *) dschp, (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                  (dvoid *)&parmp, (ub4 *)0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM, errhp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &type_ref, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_REF_TDO, (OCIError *) errhp));

  checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, type_ref, (OCIComplexObject *) 0,
               OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION, OCI_LOCK_NONE,
               (dvoid **)&addr_tdo));

  if(!addr_tdo)
  {
    printf("Null tdo returned\n");
    goto done_insert;
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  }
  
  checkerr(errhp, OCIBindObject(bnd2p, errhp, addr_tdo, (dvoid **) &addr,
                  (ub4 *) 0, (dvoid **) &naddr, (ub4 *) 0));
  
  for(i = 0; i <= nrows; i++)
  {
    addr->state = (OCIString *) 0;
    sprintf(buf, "%cA", 65+i%27);
    checkerr(errhp, OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text*) buf, 
                          2, &addr->state));
    addr->zip = (OCIString *) 0;
    sprintf(buf, "94%d    ", i+455);
    checkerr(errhp, OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text*) buf, 10,
                          &addr->zip));
 
    naddr->null_object   = 0;
    naddr->null_state = 0;
    naddr->null_zip = 0;
    
    checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
             (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
  }
  checkerr(errhp, OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0));
  
 done_insert:
  
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) bnd1p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) bnd2p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND));
  
}

/****************************************************************/ 
int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCIStmt *stmthp;
  OCISession *usrhp;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 
                   0,(dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                   52, (dvoid **) &tmp);
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  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  ); 

  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  /* set attribute server context in the service context */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
            (dvoid *) srvhp, (ub4) 0,
            (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
            (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
            (dvoid *)"cdemo82", (ub4)strlen("cdemo82"),
            OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
            (dvoid *)"cdemo82", (ub4)strlen("cdemo82"),
            OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 
                              OCI_DEFAULT));
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
            (dvoid *)usrhp, (ub4)0,
            OCI_ATTR_SESSION, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
            (ub4) OCI_HTYPE_STMT, 50, (dvoid **) &tmp));
  
  /* execute "insstmt" */
  printf("--- Test insertion into extent table.\n");
  insert(envhp, svchp, stmthp, errhp, insstmt, 26);
  
  /* execute "selstmt" */
  printf("--- Test selection of a table with one object column.\n");
  selectval(envhp, svchp, stmthp, errhp);
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  /*  execute "selobjstmt" */
  printf("--- Test selection of a table with one object REF.\n");
  selectobj(envhp, svchp, stmthp, errhp);
  
  
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, (ub4) OCI_HTYPE_STMT));
  
  OCISessionEnd(svchp, errhp, usrhp, (ub4)OCI_DEFAULT);
  OCIServerDetach( srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT );
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR));

}

cdemo82.h
/* 
   NAME 
     cdemo82.h - header file for oci object sample program
*/

 #ifndef CDEMO82_ORACLE
# define CDEMO82_ORACLE

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

/*-------------------------------------------------------------------
                     PRIVATE TYPES AND CONSTANTS
  ------------------------------------------------------------------*/
#define SERVER "ORACLE"
#define ADDRESS_TYPE_NAME "ADDRESS_OBJECT"
#define EMB_ADDRESS_TYPE_NAME "EMBEDDED_ADDRESS"
#define ADDREXT "ADDREXT"
#define EMBADDREXT "EMBADDREXT"
#define RETURN_ON_ERROR(error) if (error) return (error)
#define BIG_RECORD_SIZE 1000

struct address
{
  OCIString   *state;
  OCIString   *zip;
};
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typedef struct address address;

struct null_address
{
  sb4    null_object;
  sb4    null_state;
  sb4    null_zip;
};
typedef struct null_address null_address;

struct embaddress
{
  OCIString   *state;
  OCIString   *zip;
  OCIRef  *preaddrref;
};
typedef struct embaddress embaddress;

struct null_embaddress
{
  sb4     null_state;
  sb4     null_zip;
  sb4     null_preaddrref;
};
typedef struct null_embaddress null_embaddress;

struct person
{
  OCIString        *name;
  OCINumber           age;
  address          addr;
};
typedef struct person person;

struct null_person
{
  sb4              null_name;
  sb4              null_age;
  null_address     null_addr;
};

typedef struct null_person null_person;

static const text *const  names[] =
{(text *) "CUSTOMERVAL", (text *) "ADDRESS", (text *) "STATE"};
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static const text *const  selvalstmt = (text *)
                     "SELECT custno, addr FROM customerval";
 
static const text *const  selobjstmt = (text *)
                     "SELECT custno, addr FROM customerobj";
 
static const text *const  selref = (text *)
                     "SELECT REF(extaddr) from extaddr";

static const text *const  deleteref = (text *)
                     "DELETE extaddr";

static const text *const  insertref = (text *)
"insert into extaddr values(address_object('CA', '98765'))";

static const text *const  modifyref = (text *)
"update extaddr set object_column = address_object('TX', '61111')";

static const text *const  selembref = (text *)
                     "SELECT REF(exbextaddr) from embextaddr";

static const text *const  bndref = (text *)
"update extaddr set object_column.state = 'GA' where object_column = :addrref";

static const text *const  insstmt = 
(text *)"INSERT INTO customerval (custno, addr) values (:custno, :addr)";

dvoid *tmp;

/*--------------------------------------------------------------------
                           PUBLIC FUNCTIONS
  -----------------------------------------------------------------*/
OCIRef *cbfunc(/*_ dvoid *context _*/);

/*-----------------------------------------------------------------
                          PRIVATE FUNCTIONS
  -----------------------------------------------------------------*/
static void checkerr(/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);
static void selectval(/*_ OCIEnv *envhp, OCISvcCtx *svchp, 
                           OCIStmt *stmthp, OCIError *errhp _*/);
static void selectobj(/*_ OCIEnv *envhp, OCISvcCtx *svchp, 
                           OCIStmt *stmthp, OCIError *errhp _*/);
static void insert(/*_ OCIEnv *envhp, OCISvcCtx *svchp,
                        OCIStmt *stmthp, OCIError *errhp,
                        text *insstmt, ub2 nrows _*/);

static void pin_display_addr(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp,
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                                  OCIRef *addrref _*/);

int main(/*_ void _*/);

cdemo82.sql
Rem cdemo82.sql
Rem
Rem    NAME
Rem      cdemo82.sql - sql to be executed before cdemo82
Rem

set echo on;
connect internal;
drop user cdemo82 cascade;
create user cdemo82 identified by cdemo82;
grant connect, resource to cdemo82;
connect cdemo82/cdemo82;
drop table customerval;
drop table customerobj;
drop table extaddr;
drop table embextaddr;
drop type embedded_address;
drop type address_object;
drop type person;
drop table emp;
create type address_object as object (state char(2), zip char(10));
create type embedded_address as object (state char(2), zip char(10), 
         preaddr REF address_object);
drop type address_value;
create type address_value as object (state char(2), zip char(10));
create table customerval (custno number, addr address_value);
insert into customerval values(100, address_value('CA', '94065'));
create table extaddr of address_object;
create table customerobj (custno number, addr REF address_object);
insert into extaddr values (address_object('CA', '94065'));
insert into customerobj values(1000, null);
update customerobj set addr = (select ref(extaddr) from extaddr where 
         zip='94065');
insert into extaddr values (address_object('CA', '98765'));
insert into extaddr values (address_object('CA', '95117'));
select REFTOHEX(ref(extaddr)) from extaddr;
create table embextaddr of embedded_address;
insert into embextaddr values (embedded_address('CA', '95117', NULL));
select objectTOHEX(p) from embextaddr p;
drop table extper;
drop table empref;
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drop table emp;
drop type person;
create type person as object ( name char(20), age number, address 
       address_object );
create table emp (emp_id number, emp_info person);
create table empref (emp_id number, emp_info REF person);
create table extper of person;
create or replace procedure upd_addr(addr IN OUT address_object) is
begin
   addr.state := 'CA';
   addr.zip := '95117';
end;
/
commit;
set echo off;
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例 3、RETURNING句を使う DML
/* NAME
     cdemord1.c - C DEMO program for DML with RETURNING clause -  #1.

   DESCRIPTION
     This Demo program demonstrates the use of  INSERT/UPDATE/DELETE 
     statements with a RETURNING clause in it.
*/

#include <cdemodr1.h>

/*------------------------ Global Variables -------------------------------*/

static boolean logged_on = FALSE;

/* TAB1 columns */
static int   in1[MAXITER];                    /* for INTEGER      */
static text  in2[MAXITER][40];                /* for CHAR(40)     */
static text  in3[MAXITER][40];                /* for VARCHAR2(40) */
static float in4[MAXITER];                    /* for FLOAT        */
static int   in5[MAXITER];                    /* for DECIMAL      */
static float in6[MAXITER];                    /* for DECIMAL(8,3) */
static int   in7[MAXITER];                    /* for NUMERIC      */
static float in8[MAXITER];                    /* for NUMERIC(7,2) */
static ub1   in9[MAXITER][7];                 /* for DATE         */
static ub1   in10[MAXITER][40];               /* for RAW(40)      */

/* output buffers */
static int   *p1[MAXITER];                     /* for INTEGER      */
static text  *p2[MAXITER];                     /* for CHAR(40)     */
static text  *p3[MAXITER];                     /* for VARCHAR2(40) */
static float *p4[MAXITER];                     /* for FLOAT        */
static int   *p5[MAXITER];                     /* for DECIMAL      */
static float *p6[MAXITER];                     /* for DECIMAL(8,3) */
static int   *p7[MAXITER];                     /* for NUMERIC      */
static float *p8[MAXITER];                     /* for NUMERIC(7,2) */
static ub1   *p9[MAXITER];                     /* for DATE         */
static ub1   *p10[MAXITER];                    /* for RAW(40)      */

static short *ind[MAXCOLS][MAXITER];           /* indicators */
static ub2   *rc[MAXCOLS][MAXITER];            /* return codes */
static ub4   *rl[MAXCOLS][MAXITER];            /* return lengths */

/* skip values for binding TAB1*/ 
static ub4   s1 = (ub4) sizeof(in1[0]);
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static ub4   s2 = (ub4) sizeof(in2[0]);
static ub4   s3 = (ub4) sizeof(in3[0]);
static ub4   s4 = (ub4) sizeof(in4[0]);
static ub4   s5 = (ub4) sizeof(in5[0]);
static ub4   s6 = (ub4) sizeof(in6[0]);
static ub4   s7 = (ub4) sizeof(in7[0]);
static ub4   s8 = (ub4) sizeof(in8[0]);
static ub4   s9 = (ub4) sizeof(in9[0]);
static ub4   s10= (ub4) sizeof(in10[0]);

/*  Rows returned in each iteration  */
static ub2 rowsret[MAXITER];

/* indicator skips*/
static ub4   indsk[MAXCOLS] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
/* return length skips */
static ub4   rlsk[MAXCOLS] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
/* return code skips */
static ub4   rcsk[MAXCOLS] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };

static int   lowc1[MAXITER], highc1[MAXITER];

static ub4   pos[MAXCOLS];

static OCIError *errhp;

/*------------------------end of Global variables-------------------*/

/*========================== UTILITY FUNCTIONS =====================*/
/* 
 * These functions are generic functions that can be used in any 
 * OCI program.
 */

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Initialize environment, allocate handles                          */
/* ----------------------------------------------------------------- */
sword init_handles(envhp, svchp, errhp, srvhp, authp, init_mode)
OCIEnv **envhp; 
OCISvcCtx **svchp; 
OCIError **errhp; 
OCIServer **srvhp; 
OCISession **authp; 
ub4 init_mode;
{
  (void) printf("Environment setup ....\n");
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  /* Initialize the OCI Process */
  if (OCIInitialize(init_mode, (dvoid *)0, 
                    (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                    (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0, 
                    (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIInitialize()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Inititialize the OCI Environment  */
  if (OCIEnvInit((OCIEnv **) envhp, (ub4) OCI_DEFAULT,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIEnvInit()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /*  Allocate a service handle  */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) *envhp, (dvoid **) svchp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc() on svchp\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /* Allocate an error handle  */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) *envhp, (dvoid **) errhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc() on errhp\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /*  Allocate a server handle*/
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) *envhp, (dvoid **) srvhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc() on srvhp\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Allocate a authentication handle  */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) *envhp, (dvoid **) authp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc() on authp\n");
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    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Attach to server with a given mode.                               */ 
/* ----------------------------------------------------------------- */
sword attach_server(mode, srvhp, errhp, svchp)
ub4 mode; 
OCIServer *srvhp;
OCIError *errhp; 
OCISvcCtx *svchp;
{
  text *cstring = (text *)"";

  if (OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) cstring,
                     (sb4) strlen((char *)cstring), (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIServerAttach()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Set the server handle in the service handle */
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 (dvoid *) srvhp, (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet() server attribute\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}
/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Logon to the database using given username, password & credentials*/
/* ----------------------------------------------------------------- */
sword log_on(authp, errhp, svchp, uid, pwd, credt, mode)
OCISession *authp; 
OCIError *errhp; 
OCISvcCtx *svchp; 
text *uid; 
text *pwd; 
ub4 credt; 
ub4 mode;
{
  /*  Set attributes in the authentication handle */
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  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) uid, (ub4) strlen((char *) uid),
                 (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet() userid\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) pwd, (ub4) strlen((char *) pwd),
                 (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet() passwd\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("Logging on as %s  ....\n", uid);

  if (OCISessionBegin(svchp, errhp, authp, credt, mode))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet() passwd\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("%s logged on.\n", uid);

  /* Set the authentication handle in the Service handle */
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 (dvoid *) authp, (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet() session\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/*---------------------------------------------------------------------*/
/* Allocate all required bind handles                                  */
/*---------------------------------------------------------------------*/

sword init_bind_handle(stmthp, bndhp, nbinds)
OCIStmt *stmthp; 
OCIBind *bndhp[]; 
int  nbinds;
{
  int  i;
  /* 
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   * This function init the specified number of bind handles 
   * from the given statement handle.
   */
  for (i = 0; i < nbinds; i++)
    bndhp[i] = (OCIBind *) 0;

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Print the returned raw data.                                      */
/* ----------------------------------------------------------------- */
void print_raw(raw, rawlen)
ub1 *raw; 
ub4 rawlen;
{
  ub4 i;
  ub4 lim;
  ub4 clen = 0;
 
  if (rawlen > 120)
  {
    ub4 llen = rawlen;
 
    while (llen > 120)
    {
      lim = clen + 120;
      for(i = clen; i < lim; ++i)
          (void) printf("%02.2x", (ub4) raw[i] & 0xFF);
 
      (void) printf("\n");
      llen -= 120;
      clen += 120;
    }
    lim = clen + llen;
  }
  else
    lim = rawlen;
 
  for(i = clen; i < lim; ++i)
    (void) printf("%02.2x", (ub4) raw[i] & 0xFF);
 
  (void) printf("\n");
 
  return;
}
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/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Free the specified handles                                        */
/* ----------------------------------------------------------------- */
void free_handles(envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, stmthp)
OCIEnv *envhp; 
OCISvcCtx *svchp; 
OCIServer *srvhp; 
OCIError *errhp; 
OCISession *authp; 
OCIStmt *stmthp;
{
  (void) printf("Freeing handles ...\n");
 
  if (srvhp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER);
  if (svchp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX);
  if (errhp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  if (authp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION);
  if (stmthp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, (ub4) OCI_HTYPE_STMT);
  if (envhp)
    (void) OCIHandleFree((dvoid *) envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV);

  return;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/*  Print the error message                                          */
/* ----------------------------------------------------------------- */
void report_error(errhp)
OCIError *errhp;
{
  text  msgbuf[512];
  sb4   errcode = 0;
 
  (void) OCIErrorGet((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                       msgbuf, (ub4) sizeof(msgbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  (void) printf("ERROR CODE = %d\n", errcode);
  (void) printf("%.*s\n", 512, msgbuf);
  return;
}

/*-------------------------------------------------------------------*/ 
/* Logout and detach from the server                                 */ 
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/*-------------------------------------------------------------------*/ 
void logout_detach_server(svchp, srvhp, errhp, authp, userid)
OCISvcCtx *svchp; 
OCIServer *srvhp; 
OCIError *errhp;
OCISession *authp; 
text *userid;
{
  if (OCISessionEnd(svchp, errhp, authp, (ub4) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCISessionEnd()\n");
    report_error(errhp);
  }

  (void) printf("%s Logged off.\n", userid);

  if (OCIServerDetach(srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCISessionEnd()\n");
    report_error(errhp);
  }
 
  (void) printf("Detached from server.\n");

  return;
}

/*---------------------------------------------------------------------*/
/* Finish demo and clean up                                            */
/*---------------------------------------------------------------------*/
sword finish_demo(loggedon, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, stmthp, userid)
boolean loggedon; 
OCIEnv *envhp; 
OCISvcCtx *svchp; 
OCIServer *srvhp; 
OCIError *errhp; 
OCISession *authp; 
OCIStmt *stmthp; 
text *userid;
{

  if (loggedon)
    logout_detach_server(svchp, srvhp, errhp, authp, userid);

  free_handles(envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, stmthp);

  return OCI_SUCCESS;
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}

/*======================= END OF UTILITY FUNCTIONS ======================*/

/*========================= MAIN ======================================*/
int main(argc, argv)
int argc; 
char *argv[];
{
  text *username = (text *)"scott";
  text *password = (text *)"tiger";

  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *authp;
  OCIStmt *stmthp;
  OCIBind *bndhp[MAXBINDS];
  int i;

  /* Initialize the Environment and allocate handles */
  if (init_handles(&envhp, &svchp, &errhp, &srvhp, &authp, (ub4)OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: init_handles()\n");
    return finish_demo(logged_on, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, 
                       stmthp, username);
  }

  /*  Attach to the database server */
  if (attach_server((ub4) OCI_DEFAULT, srvhp, errhp, svchp))
  {
    (void) printf("FAILED: attach_server()\n");
    return finish_demo(logged_on, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, 
                       stmthp, username);
  }

  /* Logon to the server and begin a session */
  if (log_on(authp, errhp, svchp, username, password, 
             (ub4) OCI_CRED_RDBMS, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: log_on()\n");
    return finish_demo(logged_on, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, 
                       stmthp, username);
  }
  logged_on = TRUE;
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  /* Allocate a statement handle */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **) &stmthp,
                     (ub4)OCI_HTYPE_STMT, (CONST size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: alloc statement handle\n");
    return finish_demo(logged_on, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, 
                       stmthp, username);
  }

  /* bind handles will be implicitly allocated in the bind calls */
  /* need to initialize them to null prior to first usage in bind calls */

  for (i = 0; i < MAXBINDS; i++)
    bndhp[i] = (OCIBind *) 0;

  /* Demonstrate INSERT with RETURNING clause */
  if (demo_insert(svchp, stmthp, bndhp, errhp))
    (void) printf("FAILED: demo_insert()\n");
  else
    (void) printf("SUCCESS: demo_insert()\n");

  /* Demonstrate UPDATE with RETURNING clause */
  if (demo_update(svchp, stmthp, bndhp, errhp))
    (void) printf("FAILED: demo_update()\n");
  else
    (void) printf("SUCCESS: demo_update()\n");

  /* Demonstrate DELETE with RETURNING clause */
  if (demo_delete(svchp, stmthp, bndhp, errhp))
    (void) printf("FAILED: demo_delete()\n");
  else
    (void) printf("SUCCESS: demo_delete()\n");

  /* clean up*/
  return finish_demo(logged_on, envhp, svchp, srvhp, errhp, authp, 
                     stmthp, username);
}

/* =================== End Main =================================*/

/* ===================== Local Functions ===============================*/ 
/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind all the columns of TAB1 by positions.                        */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_pos(OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp) 
{
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  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[0], errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &in1[0], (sb4) sizeof(in1[0]), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT) 
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[1], errhp, (ub4) 2,
                      (dvoid *) in2[0], (sb4) sizeof(in2[0]), SQLT_AFC,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[2], errhp, (ub4) 3,
                      (dvoid *) in3[0], (sb4) sizeof(in3[0]), SQLT_CHR,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[3], errhp, (ub4) 4,
                      (dvoid *) &in4[0], (sb4) sizeof(in4[0]), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[4], errhp, (ub4) 5,
                      (dvoid *) &in5[0], (sb4) sizeof(in5[0]), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[5], errhp, (ub4) 6,
                      (dvoid *) &in6[0], (sb4) sizeof(in6[0]), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[6], errhp, (ub4) 7,
                      (dvoid *) &in7[0], (sb4) sizeof(in7[0]), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[7], errhp, (ub4) 8,
                      (dvoid *) &in8[0], (sb4) sizeof(in8[0]), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[8], errhp, (ub4) 9,
                      (dvoid *) in9[0], (sb4) sizeof(in9[0]), SQLT_DAT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByPos(stmthp, &bndhp[9], errhp, (ub4) 10,
                      (dvoid *) in10[0], (sb4) sizeof(in10[0]), SQLT_BIN,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
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}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind all the columns of TAB1 by name.                             */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_name(OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp) 
{

  if (OCIBindByName(stmthp, &bndhp[10], errhp, 
                      (text *) ":out1", (sb4) strlen((char *) ":out1"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(int), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC) 
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[11], errhp, 
                      (text *) ":out2", (sb4) strlen((char *) ":out2"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) MAXCOLLEN, SQLT_AFC,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[12], errhp,
                      (text *) ":out3", (sb4) strlen((char *) ":out3"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) MAXCOLLEN, SQLT_CHR,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[13], errhp,
                      (text *) ":out4", (sb4) strlen((char *) ":out4"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(float), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[14], errhp, 
                      (text *) ":out5", (sb4) strlen((char *) ":out5"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(int), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[15], errhp,
                      (text *) ":out6", (sb4) strlen((char *) ":out6"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(float), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[16], errhp,
                      (text *) ":out7", (sb4) strlen((char *) ":out7"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(int), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[17], errhp,
                      (text *) ":out8", (sb4) strlen((char *) ":out8"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(float), SQLT_FLT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
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                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[18], errhp,
                      (text *) ":out9", (sb4) strlen((char *) ":out9"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) DATBUFLEN, SQLT_DAT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[19], errhp,
                      (text *) ":out10", (sb4) strlen((char *) ":out10"),
                      (dvoid *) 0, (sb4) MAXCOLLEN, SQLT_BIN,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByName()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind array structs for TAB1 columns.                              */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_array(OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  if (OCIBindArrayOfStruct(bndhp[0], errhp, s1, indsk[0], rlsk[0], rcsk[0])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[1], errhp, s2, indsk[1], rlsk[1], rcsk[1])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[2], errhp, s3, indsk[2], rlsk[2], rcsk[2])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[3], errhp, s4, indsk[3], rlsk[3], rcsk[3])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[4], errhp, s5, indsk[4], rlsk[4], rcsk[4])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[5], errhp, s6, indsk[5], rlsk[5], rcsk[5])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[6], errhp, s7, indsk[6], rlsk[6], rcsk[6])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[7], errhp, s8, indsk[7], rlsk[7], rcsk[7])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[8], errhp, s9, indsk[8], rlsk[8], rcsk[8])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[9], errhp, s10, indsk[9], rlsk[9], rcsk[9]))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindArrayOfStruct()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
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/* bind dynamic for returning TAB1 columns.                          */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_dynamic(OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  /* 
   * Note here that both IN & OUT BIND callback functions have to be 
   * provided.  However, since the bind variables in the RETURNING
   * clause are pure OUT Binds the IN callback fuctions (cbf_no_data)
   * is essentially a "do-nothing" function.
   *
   * Also note here that although in this demonstration the IN and OUT
   * callback functions are same, in practice you can have a different
   * callback function for each bind handle.
   */

  ub4 i;

  for (i = 0; i < MAXCOLS; i++)
    pos[i] = i;

  if (OCIBindDynamic(bndhp[10], errhp, (dvoid *) &pos[0], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[0], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[11], errhp, (dvoid *) &pos[1], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[1], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[12], errhp, (dvoid *) &pos[2], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[2], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[13], errhp, (dvoid *) &pos[3], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[3], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[14], errhp, (dvoid *) &pos[4], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[4], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[15], errhp, (dvoid *) &pos[5], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[5], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[16], errhp, (dvoid *) &pos[6], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[6], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[17], errhp, (dvoid *) &pos[7], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[7], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[18], errhp, (dvoid *) &pos[8], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[8], cbf_get_data)
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[19], errhp, (dvoid *) &pos[9], cbf_no_data,
                    (dvoid *) &pos[9], cbf_get_data))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindDynamic()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
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}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind input variables.                                             */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_input(OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  /* bind the input data by positions */
  if (bind_pos(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;

  /* bind input array attributes */
  return (bind_array(bndhp, errhp));
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind output variables.                                            */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_output(OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{

  /* bind the returning bind buffers by names */
  if (bind_name(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;

  /* bind the returning bind buffers dynamically */
  return (bind_dynamic(bndhp, errhp));
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* bind row indicator variables.                                     */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword bind_low_high(OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  if (OCIBindByName(stmthp, &bndhp[23], errhp,
                      (text *) ":low", (sb4) strlen((char *) ":low"),
                      (dvoid *) &lowc1[0], (sb4) sizeof(lowc1[0]), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
   || OCIBindByName(stmthp, &bndhp[24], errhp,
                      (text *) ":high", (sb4) strlen((char *) ":high"),
                      (dvoid *) &highc1[0], (sb4) sizeof(highc1[0]), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
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    (void) printf("FAILED: OCIBindByName()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIBindArrayOfStruct(bndhp[23], errhp, s1, indsk[0], rlsk[0], rcsk[0])
   || OCIBindArrayOfStruct(bndhp[24], errhp, s1, indsk[0], rlsk[0], rcsk[0]))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindArrayOfStruct()\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Demontrate  INSERT with RETURNING clause.                         */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword demo_insert(OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp,
                            OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  int   i, j;

  /* 
   * This function inserts values for 10 columns in table TAB1 and 
   * uses the RETURN clause to get back the inserted column values.
   * このような行をMAXITER(10)行挿入する。  Thus it expects MAXITER values
   * for each column to be returned.
   */  
  /* The Insert Statement with RETURNING clause  */
  text *sqlstmt = (text *)
        "INSERT INTO TAB1 VALUES (:1, :2, :3, :4, :5, :6, :7, :8, :9, :10) \
                     RETURNING C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 \
                     INTO :out1, :out2, :out3, :out4, :out5, :out6, \
                          :out7, :out8, :out9, :out10";

  /*Prepare the statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4)strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() insert\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }
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  /* Initialise the buffers for update  */
  for (i = 0; i < MAXITER; i++)
  {
    in1[i] = i + 1;
    memset((void *)in2[i], (int) 'A'+i%26, (size_t) 40);
    memset((void *)in3[i], (int) 'a'+i%26, (size_t) 40);
    in4[i] = 400.555 + (float) i;
    in5[i] = 500 + i;
    in6[i] = 600.250 + (float) i;
    in7[i] = 700 + i;
    in8[i] = 800.350 + (float) i;
    in9[i][0] = 119;
    in9[i][1] = 185 + (ub1)i%10;
    in9[i][2] = (ub1)i%12 + 1;
    in9[i][3] = (ub1)i%25 + 1;
    in9[i][4] = 0;
    in9[i][5] = 0;
    in9[i][6] = 0;
    for (j = 0; j < 40; j++)
      in10[i][j] = (ub1) (i%0x10);

    rowsret[i] = 0;  
  }

  /* Bind all the input buffers to place holders (:1, :2. :3, etc )  */
  if (bind_input(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;

  Bind all the output buffers to place holders (:out1, :out2 etc */
  if (bind_output(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;
 
  /* Execute the Insert statement */
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) MAXITER, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() insert\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Commit the changes */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* Print out the values in the return rows */
  (void) printf("\n\n DEMONSTRATING INSERT....RETURNING \n");
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  (void) print_return_data((int)MAXITER);

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Demonstrate  UPDATE with RETURNING clause.                        */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword demo_update(OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp, 
                          OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  int   i, j;
  int   range_size = 3;                                       /* iterations */

  /* 
   * This function updates columns in table TAB1, for certain rows
   * depending on the values of the :low and :high values in 
   * in the WHERE clause. It executes this statement 3 times, (3 iterations)
   * each time with a different set of values for :low and :high
   * Thus for each iteration, multiple rows are returned depending
   * on the number of rows that matched the WHERE clause.
   *
   * The rows it updates here are the rows that were inserted by the
   * cdemodr1.sql script.
   */

  /*The Update Statement with RETURNING clause */
  text *sqlstmt = (text *)
                   "UPDATE TAB1 SET C1 = C1 + :1, C2 = :2, C3 = :3, \
                           C4 = C4 + :4, C5 = C5 + :5, C6 = C6 + :6, \
                           C7 = C7 + :7, C8 = C8 + :8, C9 = :9, C10 = :10 \
                           WHERE C1 >= :low AND C1 <= :high \
                           RETURNING C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 \
                           INTO :out1, :out2, :out3, :out4, :out5, :out6, \
                           :out7, :out8, :out9, :out10";

  /*Prepare the statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4)strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() update\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Initialise the buffers for insertion */
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  for (i = 0; i < MAXITER; i++)
  {
    in1[i] = 300 + i;
    memset((void *)in2[i], (int) 'a'+i%26, (size_t) 40);
    memset((void *)in3[i], (int) 'A'+i%26, (size_t) 40);
    in4[i] = 400.555 + (float)i;
    in5[i] = 500 + i;
    in6[i] = 600.280 + (float)i;
    in7[i] = 700 + i;
    in8[i] = 800.620 + (float)i;
    in9[i][0] = 119;
    in9[i][1] = 185 - (ub1)i%10;
    in9[i][2] = (ub1)i%12 + 1;
    in9[i][3] = (ub1)i%25 + 1;
    in9[i][4] = 0;
    in9[i][5] = 0;
    in9[i][6] = 0;
    for (j = 0; j < 40; j++)
      in10[i][j] = (ub1) (i%0x08); 

    rowsret[i] =0;
  }

  /* Bind all the input buffers to place holders (:1, :2. :3, etc )  */
  if (bind_input(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;

  Bind all the output buffers to place holders (:out1, :out2 etc */
  if (bind_output(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;
 
  /*  bind row indicator low, high */
  if (bind_low_high(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;
 
  /* update rows 
         between 101 and 103;  --  expecting 3 rows returned (update 3 rows)
         between 105 and 106;  --  expecting 2 rows returned (update 2 rows)
         between 109 and 113;  --  expecting 5 rows returned (update 5 rows)
  */
  lowc1[0] = 101;
  highc1[0] = 103;

  lowc1[1] = 105;
  highc1[1] = 106;

  lowc1[2] = 109;
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  highc1[2] = 113;

  (void) printf("\n\n DEMONSTRATING UPDATE....RETURNING \n");
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) range_size, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() update\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  /* Commit the changes */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* Print out the values in the return rows */
  (void) print_return_data(range_size);

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Demonstrate  DELETE with RETURNING clause.                        */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword demo_delete(OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp,
                          OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp)
{
  int   i, range_size = 3;                                    /* iterations */
  sword  retval;

  /*
   * This function deletes certain rows from table TAB1
   * depending on the values of the :low and :high values in
   * the WHERE clause. It executes this statement 3 times, (3 iterations)
   * each time with a different set of values for :low and :high
   * Thus for each iteration, multiples rows are returned depending
   * on the number of rows that matched the WHERE clause.
   *
   * The rows it deletes here are the rows that were inserted by the
   * cdemodr1.sql script.
   */

  /* The Delete Statement with RETURNING clause */
  text *sqlstmt = (text *)
          "DELETE FROM TAB1 WHERE C1 >= :low AND C1 <= :high \
                     RETURNING C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 \
                     INTO :out1, :out2, :out3, :out4, :out5, :out6, \
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                          :out7, :out8, :out9, :out10";

  /*Prepare the statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4)strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() delete\n");
    report_error(errhp);
    return OCI_ERROR;
  }

  Bind all the output buffers to place holders (:out1, :out2 etc */
  if (bind_output(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;
 
  /*  bind row indicator low, high */
  if (bind_low_high(stmthp, bndhp, errhp))
    return OCI_ERROR;

  /* delete rows 
         between 201 and 203;  --  expecting 3 rows returned (3 rows deleted)
         between 205 and 209;  --  expecting 5 rows returned (2 rows deleted)
         between 211 and 213;  --  expecting 3 rows returned (5 rows deleted)
  */
  lowc1[0] = 201;
  highc1[0] = 203;

  lowc1[1] = 205;
  highc1[1] = 209;

  lowc1[2] = 211;
  highc1[2] = 213;

  for (i=0; i<MAXITER; i++)
    rowsret[i] = 0;

  (void) printf("\n\n Demonstrating DETELE....RETURNING \n");
  if ((retval = OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) range_size, (ub4) 0,
                             (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                             (ub4) OCI_DEFAULT)) != OCI_SUCCESS  &&
                              retval != OCI_SUCCESS_WITH_INFO)
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() delete, retval = %d\n", retval);
    report_error(errhp);
  }
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  /* Commit the changes */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* Print out the values in the return rows */
  (void) print_return_data(range_size);

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* IN bind callback that does not do any data input.                 */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sb4 cbf_no_data(dvoid *ctxp, OCIBind *bindp, ub4 iter, ub4 index,
                      dvoid **bufpp, ub4 *alenpp, ub1 *piecep, dvoid **indpp)
{
  /* 
   * This is a dummy input callback function that provides input data
   * for the bind variables in the RETURNING clause.
   */
  *bufpp = (dvoid *) 0;
  *alenpp = 0;
  *indpp = (dvoid *) 0;
  *piecep = OCI_ONE_PIECE;

  return OCI_CONTINUE;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Outbind callback for returning data.                              */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sb4 cbf_get_data(dvoid *ctxp, OCIBind *bindp, ub4 iter, ub4 index,
                         dvoid **bufpp, ub4 **alenp, ub1 *piecep,
                         dvoid **indpp, ub2 **rcodepp)
{
  /* 
   * This is the callback function that is called to receive the OUT
   * bind values for the bind variables in the RETURNING clause 
   */

  static ub4  rows = 0;
  ub4    pos = *((ub4 *)ctxp);

  /* For each iteration the OCI_ATTR_ROWS_RETURNED tells us the number
   * of rows returned in that iteration.  So we can use this information
   * to dynamically allocate storage for all the returned rows for that
   * bind.
   */
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  if (index == 0)
  {
    (void) OCIAttrGet((CONST dvoid *)bindp, OCI_HTYPE_BIND, (dvoid *)&rows, 
                       (ub4 *) sizeof(ub4), OCI_ATTR_ROWS_RETURNED, errhp);
    rowsret[iter] = (ub2)rows;

    /*Dynamically allocate storage*/
    if (alloc_buffer(pos, iter, rows))
      return OCI_ERROR;
  }

  /* Provide the address of the storage where the data is to be returned */
  switch(pos)
  {
  case 0:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(int);
    *bufpp =  (dvoid *) (p1[iter]+ index);
    break;
  case 1:
    rl[pos][iter][index] = (ub4) MAXCOLLEN;
    *bufpp =  (dvoid *) (p2[iter]+(index * MAXCOLLEN));
    break;
  case 2:
    rl[pos][iter][index] = (ub4) MAXCOLLEN;
    *bufpp =  (dvoid *) (p3[iter]+(index * MAXCOLLEN));
    break;
  case 3:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(float);
    *bufpp =  (dvoid *) (p4[iter]+ index);
    break;
  case 4:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(int);
    *bufpp =  (dvoid *) (p5[iter]+index);
    break;
  case 5:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(float);
    *bufpp =  (dvoid *) (p6[iter]+index );
    break;
  case 6:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(int);
    *bufpp =  (dvoid *) (p7[iter]+ index);
    break;
  case 7:
    rl[pos][iter][index] = sizeof(float);
    *bufpp =  (dvoid *) (p8[iter]+index);
    break;
  case 8:
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    rl[pos][iter][index] = DATBUFLEN;
    *bufpp =  (dvoid *) (p9[iter]+(index * DATBUFLEN));
    break;
  case 9:
    rl[pos][iter][index] = (ub4) MAXCOLLEN;
    *bufpp =  (dvoid *) (p10[iter]+(index * MAXCOLLEN));
    break;
  default:
    *bufpp = (dvoid *) 0;
    *alenp =  (ub4 *) 0;
    (void) printf("ERROR: invalid position number: %d\n", *((ub2 *)ctxp));
  }

  *piecep = OCI_ONE_PIECE;

  /* provide address of the storage where the indicator will be returned*/
  ind[pos][iter][index] = 0; 
  *indpp = (dvoid *) &ind[pos][iter][index];

  /* provide address of the storage where the return code  will be returned */
  rc[pos][iter][index] = 0; 
  *rcodepp = &rc[pos][iter][index];

  /* 
   * provide address of the storage where the actual length  will be 
   * returned 
   */
  *alenp = &rl[pos][iter][index];

  return OCI_CONTINUE;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* allocate buffers for callback.                                    */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword alloc_buffer(ub4 pos, ub4 iter, ub4 rows)
{
  switch(pos)
  {
  case 0:
    p1[iter] = (int *) malloc(sizeof(int) * rows);
    break;
  case 1:
    p2[iter] = (text *) malloc(rows * MAXCOLLEN);
    break;
  case 2:
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    p3[iter] = (text *) malloc(rows * MAXCOLLEN);
    break;
  case 3:
    p4[iter] = (float *) malloc(sizeof(float) * rows);
    break;
  case 4:
    p5[iter] = (int *) malloc(sizeof(int) * rows);
    break;
  case 5:
    p6[iter] = (float *) malloc(sizeof(float) * rows);
    break;
  case 6:
    p7[iter] = (int *) malloc(sizeof(int) * rows);
    break;
  case 7:
    p8[iter] = (float *) malloc(sizeof(float) * rows);
    break;
  case 8:
    p9[iter] = (ub1 *) malloc(rows * DATBUFLEN);
    break;
  case 9:
    p10[iter] = (ub1 *) malloc(rows * MAXCOLLEN);
    break;
  default:
    (void) printf("ERROR: invalid position number: %d\n", pos);
    return OCI_ERROR;
  }

  ind[pos][iter] = (short *) malloc(rows * sizeof(short));
  rc[pos][iter] = (ub2 *) malloc(rows * sizeof(ub2));
  rl[pos][iter] = (ub4 *) malloc(rows * sizeof(ub4));

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* print the returned data.                                          */
/* ----------------------------------------------------------------- */
static sword print_return_data(iters)
int iters;
{
  int i, j;

  for (i = 0; i < iters; i++)
  {
    (void) printf("\n*** ITERATION *** : %d\n", i); 
    (void) printf("(...returning %d rows)\n",  rowsret[i]);
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    for (j = 0; j < rowsret[i]  ; j++)
    {
      /* Column 1*/
      (void) printf("COL1 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[0][i][j], rc[0][i][j], rl[0][i][j]); 
      if (ind[0][i][j] == -1)
        (void) printf("COL1 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL1 [%d]: %d\n", j, *(p1[i]+j) ); 

      /* Column 2*/
      (void) printf("COL2 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[1][i][j], rc[1][i][j], rl[1][i][j]); 
      if (ind[1][i][j] == -1)
        (void) printf("COL2 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL2 [%d]: %.*s\n", j, rl[1][i][j],p2[i]+(j*MAXCOLLEN) ); 

      /*  Column 3*/
      (void) printf("COL3 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[2][i][j], rc[2][i][j], rl[2][i][j]); 
      if (ind[2][i][j] == -1)
        (void) printf("COL3 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL3 [%d]: %.*s\n", j, rl[2][i][j],p3[i]+(j*MAXCOLLEN) ); 
      /* Column 4 */
      (void) printf("COL4 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[3][i][j], rc[3][i][j], rl[3][i][j]); 
      if (ind[3][i][j] == -1)
        (void) printf("COL4 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL4 [%d]: %8.3f\n", j, *(p4[i]+j) ); 

      /* Column 5*/
      (void) printf("COL5 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[4][i][j], rc[4][i][j], rl[4][i][j]); 
      if (ind[4][i][j] == -1)
        (void) printf("COL5 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL5 [%d]: %d\n", j, *(p5[i]+j) ); 

      /*Column 6 */
      (void) printf("COL6 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[5][i][j], rc[5][i][j], rl[5][i][j]); 
      if (ind[5][i][j] == -1)
        (void) printf("COL6 [%d]: NULL\n", j); 
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      else
        (void) printf("COL6 [%d]: %8.3f\n", j, *(p6[i]+j) ); 

      /* Column 7 */
      (void) printf("COL7 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[6][i][j], rc[6][i][j], rl[6][i][j]); 
      if (ind[6][i][j] == -1)
        (void) printf("COL7 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL7 [%d]: %d\n", j, *(p7[i]+j) ); 

      /* Column 8 */
      (void) printf("COL8 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[7][i][j], rc[7][i][j], rl[7][i][j]); 
      if (ind[7][i][j] == -1)
        (void) printf("COL8 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL8 [%d]: %8.3f\n", j, *(p8[i]+j) ); 

      /* Column 9 */
      (void) printf("COL9 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[8][i][j], rc[8][i][j], rl[8][i][j]); 
      if (ind[8][i][j] == -1)
        (void) printf("COL9 [%d]: NULL\n", j); 
      else
        (void) printf("COL9 [%d]: %u-%u-%u%u\n", j, 
                                     *(p9[i]+(j*DATBUFLEN+3)),
                                     *(p9[i]+(j*DATBUFLEN+2)),
                                     *(p9[i]+(j*DATBUFLEN+0)) - 100,
                                     *(p9[i]+(j*DATBUFLEN+1)) - 100 );

      /* Column 10 */
      (void) printf("COL10 [%d]: ind = %d, rc = %d, retl = %d\n", 
                            j, ind[9][i][j], rc[9][i][j], rl[9][i][j]); 
      if (ind[9][i][j] == -1)
        (void) printf("COL10 [%d]: NULL\n", j); 
      else
      {
        (void) printf("COL10 [%d]: ", j); 
        print_raw(p10[i]+(j*MAXCOLLEN), rl[9][i][j]);
      }
      (void) printf("\n");
    }
  }

  return OCI_SUCCESS;
}
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cdemodr1.h

/*----------------------------------------------------------
 * Include Files
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

/*------------------------------------------------------------------
 * Define Constants
 */

#define MAXBINDS       25 
#define MAXROWS         5           /* max no of rows returned per iter */ 
#define MAXCOLS        10
#define MAXITER        10           /* max no of iters in execute */
#define MAXCOLLEN      40           /* if changed, update cdemodr1.sql */
#define DATBUFLEN       7

int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);
static sword init_handles(/*_ OCIEnv **envhp, OCISvcCtx **svchp, 
                               OCIError **errhp, OCIServer **svrhp, 
                               OCISession **authp, ub4 mode _*/);

static sword attach_server(/*_ ub4 mode, OCIServer *srvhp,
                        OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp _*/);
static sword log_on(/*_ OCISession *authp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp,
                 text *uid, text *pwd, ub4 credt, ub4 mode _*/);
static sword alloc_bind_handle(/*_ OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[],
                               int nbinds _*/);
static void print_raw(/*_ ub1 *raw, ub4 rawlen _*/);

static void free_handles(/*_ OCIEnv *envhp, OCISvcCtx *svchp, OCIServer      
         *srvhp, OCIError *errhp, OCISession *authp, OCIStmt *stmthp _*/);
void report_error(/*_ OCIError *errhp _*/);
void logout_detach_server(/*_ OCISvcCtx *svchp, OCIServer *srvhp,
                              OCIError *errhp, OCISession *authp,
                              text *userid _*/);
sword finish_demo(/*_ boolean loggedon, OCIEnv *envhp, OCISvcCtx *svchp,
                      OCIServer *srvhp, OCIError *errhp, OCISession *authp,
                      OCIStmt *stmthp, text *userid _*/);
static sword demo_insert(/*_ OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp, 
                              OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp _*/);
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static sword demo_update(/*_ OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp, 
                              OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp _*/);
static sword demo_delete(/*_ OCISvcCtx *svchp, OCIStmt *stmthp, 
                              OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp _*/);
static sword bind_name(/*_ OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], 
                            OCIError *errhp _*/);
static sword bind_pos(/*_ OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], 
                           OCIError *errhp _*/);
static sword bind_input(/*_ OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], 
                             OCIError *errhp _*/);
static sword bind_output(/*_ OCIStmt *stmthp, OCIBind *bndhp[], 
                              OCIError *errhp _*/);
static sword bind_array(/*_ OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp _*/);
static sword bind_dynamic(/*_ OCIBind *bndhp[], OCIError *errhp _*/);
static sb4 cbf_no_data(/*_ dvoid *ctxp, OCIBind *bindp, ub4 iter, ub4 index,
                 dvoid **bufpp, ub4 *alenpp, ub1 *piecep, dvoid **indpp _*/);
static sb4 cbf_get_data(/*_ dvoid *ctxp, OCIBind *bindp, ub4 iter, ub4 index,
                             dvoid **bufpp, ub4 **alenpp, ub1 *piecep,
                             dvoid **indpp, ub2 **rcodepp _*/);
static sword alloc_buffer(/*_ ub4 pos, ub4 iter, ub4 rows _*/);
static sword print_return_data(/*_ int iter _*/);
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例 4、オブジェクトの解明 
/*
   NAME
     cdemodsc.c

   DESCRIPTION
     Tests OCIDescribeAny() on an object.

     cdemodsc takes the user name and password and a type name
     (created in the database) as command line arguments and 
     dumps all the information about the type -- 
     its attribute types, methods, 
     method parameters, etc.

*/

#ifndef CDEMODSC_ORACLE
#include "cdemodsc.h"
#endif

/*******************************************************************/ 
static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512]; 
  sb4 errcode; 

  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    break;
  case OCI_ERROR:
    DISCARD OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    DISCARD printf("Error - %s\n", errbuf);
    exit(1);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    break;
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  case OCI_STILL_EXECUTING:
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    break;
  default:
    break;
  }
}

/*----------------------------------------------------------------*/

static void chk_methodlst(envhp, errhp, svchp, parmp, count, comment)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid   *parmp;
ub4      count;
const text    *comment;
{
  sword  retval;
  ub4    pos;
  dvoid *parmdp;

  for (pos = 1; pos <= count; pos++)
  {
    checkerr(errhp, OCIParamGet((dvoid *)parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, errhp,
                       (dvoid *)&parmdp, (ub4) pos));
    chk_method(envhp, errhp, svchp, parmdp, comment);
  }
}

/*----------------------------------------------------------------*/

static void chk_method(envhp, errhp, svchp, parmp, comment)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid   *parmp;
const text    *comment;
{
  sword  retval;
  text   method[MAXNAME],
        *namep;
  ub4    size;
  ub4    num_arg;
  ub1    has_result,
         is_selfish,
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         is_virtual,
         is_inline,
         is_constructor,
         is_destructor,
         is_constant,
         is_operator,
         is_map,
         is_order,
         is_rnds,
         is_rnps,
         is_wnds,
         is_wnps;
  OCITypeEncap encap;
  dvoid *list_arg;

  /* get name of the method*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &size,
                    (ub4) OCI_ATTR_NAME, (OCIError *) errhp));

  (void) strncpy((char *)method, (char *)namep, (size_t) size);
  method[size] = '\0';

  /* get the number of arguments*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &num_arg, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_NUM_ARGS, (OCIError *) errhp));

  /* encapsulation (public?) */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &encap, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_ENCAPSULATION, (OCIError *) errhp));

  /* has result */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&has_result, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_HAS_RESULT, (OCIError *) errhp));

  /* map method*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                    (dvoid *)&is_map, (ub4 *)0, 
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_MAP, (OCIError *) errhp));

  /* order method */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_order, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_ORDER, (OCIError *) errhp));
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  /* selfish method */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_selfish, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_SELFISH, (OCIError *) errhp));

  /*virtual method */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_virtual, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_VIRTUAL, (OCIError *) errhp));

  /* inline method*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_inline, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_INLINE, (OCIError *) errhp));

  /* constant method */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_constant, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_CONSTANT, (OCIError *) errhp));

  /* operator */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_operator, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_OPERATOR, (OCIError *) errhp));

  /* constructor method*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_constructor, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_CONSTRUCTOR, (OCIError *) errhp));

  /* destructor method */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&is_destructor, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_DESTRUCTOR, (OCIError *) errhp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                    (dvoid *)&is_rnds, (ub4 *)0, 
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_RNDS, (OCIError *) errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                    (dvoid *)&is_rnps, (ub4 *)0, 
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_RNPS, (OCIError *) errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                    (dvoid *)&is_wnds, (ub4 *)0, 
                    (ub4)OCI_ATTR_IS_WNDS, (OCIError *) errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                    (dvoid *)&is_wnps, (ub4 *)0, 
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                    (ub4)OCI_ATTR_IS_WNPS, (OCIError *) errhp));
  
  /*get list of arguments */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&list_arg, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, (OCIError *) errhp));

  SPACING;
  printf ( "\n%s\n", comment);
  SPACING; 
  printf ( "Name:              %s\n", method);
  SPACING; 
  printf ( "Number of args:    %d\n", num_arg);
  SPACING; 
  printf ( "Encapsulation:     %s\n",
           (encap==OCI_TYPEENCAP_PUBLIC) ? "public" : "private");
  SPACING; 
  printf ( "Has result:        %d\n", has_result);
  SPACING; 
  printf ( "Is selfish:        %d\n", is_selfish);
  SPACING; 
  printf ( "Is virtual:        %d\n", is_virtual);
  SPACING; 
  printf ( "Is inline:         %d\n", is_inline);
  SPACING; 
  printf ( "Is constructor:    %d\n", is_constructor);
  SPACING; 
  printf ( "Is desctructor:    %d\n", is_destructor);
  SPACING; 
  printf ( "Is constant:       %d\n", is_constant);
  SPACING; 
  printf ( "Is operator:       %d\n", is_operator);
  SPACING; 
  printf ( "Is map:            %d\n", is_map);
  SPACING; 
  printf ( "Is order:          %d\n", is_order);
  SPACING; 
  printf ( "Is RNDS:           %d\n", is_rnds);
  SPACING; 
  printf ( "Is RNPS:           %d\n", is_rnps);
  SPACING; 
  printf ( "Is WNPS:           %d\n", is_wnps);
  printf("\n");

  if (has_result)
    chk_arg(envhp, errhp, svchp, list_arg, OCI_PTYPE_TYPE_RESULT, 0, 1);
  if (num_arg > 0)
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    chk_arg(envhp, errhp, svchp, list_arg, OCI_PTYPE_TYPE_ARG, 1, num_arg + 1);
}

/*------------------------------------------------------------------*/

static void chk_arglst(envhp, errhp, svchp, parmp)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid   *parmp;
{
  dvoid *arglst;
  ub4   numargs;
  ub1   ptype;
  sword retval;

  /*get list of arguments */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
               (dvoid*) &arglst, (ub4 *) 0, 
               (ub4) OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, (OCIError *) errhp));

  /*  get number of parameters */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) arglst, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
               (dvoid*) &numargs, (ub4 *) 0, 
               (ub4) OCI_ATTR_NUM_PARAMS, (OCIError *) errhp));
  
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
               (dvoid*) &ptype, (ub4 *) 0, 
               (ub4) OCI_ATTR_PTYPE, (OCIError *) errhp));
  
  switch (ptype) 
  {
  case OCI_PTYPE_FUNC:
    chk_arg (envhp, errhp, svchp, arglst, OCI_PTYPE_ARG, 0, numargs);
    break;
  case OCI_PTYPE_PROC:
    chk_arg (envhp, errhp, svchp, arglst, OCI_PTYPE_ARG, 1, numargs);
  }
}

/*-----------------------------------------------------------------*/

static void chk_arg (envhp, errhp, svchp, parmp, type, start, end)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid *parmp;
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ub1    type;
ub4    start;
ub4    end;
{
  text  argname[NPOS][30];
  text  *namep;
  ub4   sizep;         
  ub2   collen[NPOS];         
  ub2   coldesr[NPOS];
  dvoid *parmdp;
  ub4   i, pos;
  sword retval;
  ub2   level[NPOS];
  ub1   radix[NPOS], def[NPOS]; 
  ub4   iomode[NPOS];
  ub1   precision[NPOS], scale[NPOS], isnull[NPOS]; 
  

  for (pos = start; pos < end; pos++)
  {

    checkerr(errhp, OCIParamGet((dvoid *)parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, errhp, 
                       (dvoid *)&parmdp, (ub4) pos));
    
    /* get data type */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                 (dvoid*) &coldesr[pos], (ub4 *) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_DATA_TYPE, 
                 (OCIError *) errhp));

    /*method's result has no name*/
    iomode[pos] = 0;
    def[pos] = 0;
    sizep = 0;
    if (type != OCI_PTYPE_TYPE_RESULT)
    {
      /* has default*/
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid *)&def[pos], (ub4 *)0,
                        (ub4)OCI_ATTR_HAS_DEFAULT, (OCIError *) errhp));

      /*get iomode */
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &iomode[pos], (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_IOMODE, (OCIError *) errhp));

      /* get argument name */
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      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &namep, (ub4 *) &sizep,
                        (ub4) OCI_ATTR_NAME, (OCIError *) errhp));

      (void) strncpy((char *)argname[pos], (char *)namep, 
                    (size_t) sizep);
    }
    argname[pos][sizep] = '\0';

    /* the following are not for type arguments and results */
    precision[pos] = 0;
    scale[pos] = 0;
    collen[pos] = 0;
    level[pos] = 0;
    radix[pos] = 0;
    isnull[pos] = FALSE;
    if (type != OCI_PTYPE_TYPE_ARG && type != OCI_PTYPE_TYPE_RESULT)
    {
      /* get the data size */
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &collen[pos], (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_DATA_SIZE, (OCIError *) errhp));

      /* get the precision of the attribute */
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &precision, (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_PRECISION, (OCIError *) errhp));

      /* get the scale of the attribute */
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &scale, (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_SCALE, (OCIError *) errhp));

      /*  get the level of the attribute  */
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &level[pos], (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_LEVEL, (OCIError *) errhp));

      /* get the radix of the attribute*/
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &radix[pos], (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_RADIX, (OCIError *) errhp));

      /* is null*/
      checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                        (dvoid*) &isnull, (ub4 *) 0,
                        (ub4) OCI_ATTR_IS_NULL, (OCIError *) errhp));
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      /*should get error 24328 */
      if (OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                     (dvoid*) &isnull, (ub4 *) 0,
                     (ub4) OCI_ATTR_INDEX_ONLY, (OCIError *) errhp)
          != OCI_ERROR)
        printf("ERROR: should get error here\n");
    }
  }

  SPACING; 
  (void) 
   printf("Argument Name  Length  Datatype  Level Radix Default Iomode Prec Scl 
Null\n");
  SPACING; 
  (void)
   printf
   ("_____________________________________________________________\n"); 
  for (i = start; i < end; i++)
  {
    SPACING; 
    (void) printf( "%15s%6d%8d%6d%6d     %c%6d%9d%4d%4d\n",  argname[i],
                        collen[i], coldesr[i], level[i], radix[i],
                        (def[i])?'y':'n', iomode[i], precision[i], scale[i],
                        isnull[i]);
  }
  printf("\n");
      
}

static void chk_collection (envhp, errhp, svchp, parmp, is_array)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid   *parmp;
sword    is_array;
{
  text         schema[MAXNAME],
               type[MAXNAME],
              *namep;
  ub4          size;
  ub2          len;
  ub4          num_elems;
  OCITypeCode  typecode;
  sword        retval;

  /* get the data size */
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  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &len, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_DATA_SIZE, (OCIError *) errhp));

  /* get the name of the collection*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &size,
                    (ub4) OCI_ATTR_TYPE_NAME, (OCIError *) errhp));

  (void) strncpy((char *)type, (char *)namep, (size_t) size);
  type[size] = '\0';

  /* get the name of the schema */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &size,
                    (ub4) OCI_ATTR_SCHEMA_NAME, (OCIError *) errhp));

  (void) strncpy((char *)schema, (char *)namep, (size_t) size);
  schema[size] = '\0';

  /* get the data type */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &typecode, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_ATTR_DATA_TYPE,
                    (OCIError *) errhp));
 
  num_elems = 0;
  if (is_array)
    /* get the number of elements  */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &num_elems, (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_NUM_ELEMS, (OCIError *) errhp));

  SPACING;
  (void)
    printf ( "Schema    Type            Length   Datatype Elements\n");
  SPACING;
  (void)
    printf ( "____________________________________________________\n");
  SPACING;
  (void) printf( "%10s%16s%6d%11d%9d\n",  schema, type, len, typecode,
                  num_elems);
  printf("\n");
}

/*-----------------------------------------------------------------*/

static void chk_column(envhp, errhp, svchp, parmp, parmcnt)
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OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
dvoid *parmp;
ub4 parmcnt;
{
  text  colname1[NPOS][30], colname2[NPOS][30], colname3[NPOS][30];
  text  *namep;
  ub4   sizep;
  ub2   collen[NPOS];
  ub2   coldesr[NPOS];
  dvoid *parmdp;
  ub4   i, pos;
  sword retval;
 
  /* loop through all the attributes in the type and get all information */
  for (pos = 1; pos <= parmcnt; pos++)
  {  
    /* get the parameter list for each attribute */
    checkerr(errhp, OCIParamGet((dvoid *)parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, errhp,
                       (dvoid *)&parmdp, (ub4) pos));
 
    /* size of the attribute (non object or REF) objects */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &collen[pos-1], (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_DATA_SIZE, (OCIError *) errhp));
    
    /* name of the attribute */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &sizep,
                    (ub4) OCI_ATTR_NAME, (OCIError *) errhp));
 
    (void) strncpy((char *)colname1[pos-1], (char *)namep, (size_t) sizep);
    colname1[pos-1][sizep] = '\0';
 
    /*get the schema name */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &sizep,
                    (ub4) OCI_ATTR_SCHEMA_NAME, (OCIError *) errhp));
 
    (void) strncpy((char *)colname2[pos-1], (char *)namep, (size_t) sizep);
    colname2[pos-1][sizep] = '\0';
 
    /* name of the attribute */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &sizep,
                    (ub4) OCI_ATTR_TYPE_NAME, (OCIError *) errhp));
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    (void) strncpy((char *)colname3[pos-1], (char *)namep, (size_t) sizep);
    colname3[pos-1][sizep] = '\0';
 
    /* get data type */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &coldesr[pos-1], (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_DATA_TYPE,
                      (OCIError *) errhp));

    if (coldesr[pos-1] == SQLT_NTY || coldesr[pos-1] == SQLT_REF)
    {
      /* call tst_desc_type here if the type is object or REF  */
      tab += 5;
      SPACING;
      printf("!!!!ATTRIBUTE IS A TYPE OR REF!!!!\n");
      SPACING;
      printf("ATTRIBUTE NAME IS %s\n", colname3[pos-1]);
      SPACING;
      printf("ATTRIBUTE TYPE IS %d\n", coldesr[pos-1]);
      tst_desc_type(envhp, errhp, svchp, colname3[pos-1]); 
      tab -= 5;
      printf("\n");
    }
    
  }
 
  SPACING;
  (void)
    printf ( "Column Name    Schema    Type            Length   Datatype\n");
  SPACING;
  (void)
    printf ( "__________________________________________________________\n");
  for (i = 1; i <= parmcnt; i++)
  {
    SPACING;
    (void) printf( "%15s%10s%16s%6d%8d\n",  colname1[i-1], colname2[i-1],
                    colname3[i-1], collen[i-1], coldesr[i-1] );
  }
  printf("\n");
}

/*-----------------------------------------------------------------*/

static void tst_desc_type(envhp, errhp, svchp, objname)
OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
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OCISvcCtx *svchp;
text *objname;
{
  OCIDescribe *dschp = (OCIDescribe *) 0;
  sword  retval;
  OCITypeCode typecode,
         collection_typecode;
  text   schema[MAXNAME],
         version[MAXNAME],
        *namep,
        *type_name;
  ub4    size,
         text_len;
  OCIRef *type_ref;
  ub2    num_attr,
         num_method;
  ub1    is_incomplete,
         is_system,
         is_predefined,
         is_transient,
         is_sysgen,
         has_table,
         has_lob,
         has_file;
  dvoid *list_attr,
        *list_method,
        *map_method,
        *order_method,
        *collection_dschp,
        *some_object;
  OCIParam *parmp;
  ub1 objtype;

  /* must allocate describe handle first for OCIDescribeAny  */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dschp,
             (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE, 
             (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  /* call OCIDescribeAny and passing in the type name  */
  checkerr(errhp, OCIDescribeAny(svchp, errhp, (text *)objname,
                  (ub4) strlen((char *)objname), OCI_OTYPE_NAME, (ub1)1,
                  (ub1) OCI_PTYPE_TYPE, dschp));

  /* get the parameter list for the requested type  */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid *) dschp, (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                  (dvoid *)&parmp, (ub4 *)0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM, errhp));
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  /* get the schema name for the requested type */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &size,
                    (ub4) OCI_ATTR_SCHEMA_NAME, (OCIError *) errhp));

  (void) strncpy((char *)schema, (char *)namep, (size_t) size);
  schema[size] = '\0';
  
  /*  get the type code for the requested type */  
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &typecode, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_TYPECODE, (OCIError *) errhp));

  /* get other information for collection type */
  if (typecode == OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION)
  {
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid *)&collection_typecode, (ub4 *)0,
                      (ub4)OCI_ATTR_COLLECTION_TYPECODE, (OCIError *)errhp));
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid *)&collection_dschp, (ub4 *)0,
                      (ub4)OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT, (OCIError *)errhp));
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid *)&collection_dschp, (ub4 *)0,
                      (ub4)OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT, (OCIError *)errhp));
  }

  /* get the ref to the type descriptor */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &type_ref, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_REF_TDO, (OCIError *) errhp));

  /* get the type version  */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &size,
                    (ub4) OCI_ATTR_VERSION, (OCIError *) errhp));

  (void) strncpy((char *)version, (char *)namep, (size_t) size);
  version[size] = '\0';

  /*  incomplete type */  
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &is_incomplete, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_IS_INCOMPLETE_TYPE, (OCIError *) errhp));

  /*  system type*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
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                    (dvoid*) &is_system, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_IS_SYSTEM_TYPE, (OCIError *) errhp));

  /* predefined type */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &is_predefined, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_IS_PREDEFINED_TYPE, (OCIError *) errhp));

  /* transient type */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &is_transient, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_IS_TRANSIENT_TYPE, (OCIError *) errhp));

  /* system generated type*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
               (dvoid*) &is_sysgen, (ub4 *) 0,
               (ub4) OCI_ATTR_IS_SYSTEM_GENERATED_TYPE, (OCIError*) errhp));

  /* has nested table */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &has_table, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_HAS_NESTED_TABLE, (OCIError *) errhp));

  /*  has lob */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &has_lob, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_HAS_LOB, (OCIError *) errhp));

  /*has file */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &has_file, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_HAS_FILE, (OCIError *) errhp));

  /* get the list of attributes */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&list_attr, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS, (OCIError *)errhp));

  /* number of attributes */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &num_attr, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS, (OCIError *) errhp));

  /* get method list  */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&list_method, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_LIST_TYPE_METHODS, (OCIError *)errhp));



例 4、オブジェクトの解明

                                                                    コード例 D-69

  /* get number of methods*/
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &num_method, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_NUM_TYPE_METHODS, (OCIError *) errhp));

  /* get map method list */ 
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &map_method, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_MAP_METHOD, (OCIError *) errhp));

  /* get order method list */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &order_method, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_ORDER_METHOD, (OCIError *) errhp));

  SPACING;
  printf ( "TYPE     : Attributes : \n");
  SPACING;
  printf ( "Schema:            %s\n", schema);
  SPACING;
  printf ( "Typecode:          %d\n", typecode);
  if (typecode == OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION)
  {
    SPACING;
    printf ( "Collection typecode: %d\n", collection_typecode);
  }
  SPACING;
  printf ( "Version:           %s\n", version);
  SPACING;
  printf ( "Number of attrs:   %d\n", num_attr);
  SPACING;
  printf ( "Number of methods: %d\n", num_method);
  SPACING;
  printf ( "Is incomplete:     %d\n", is_incomplete);
  SPACING;
  printf ( "Is system:         %d\n", is_system);
  SPACING;
  printf ( "Is predefined:     %d\n", is_predefined);
  SPACING;
  printf ( "Is sys-gen:        %d\n", is_sysgen);
  SPACING;
  printf ( "Is transient:      %d\n", is_transient);
  SPACING;
  printf ( "Has nested table:  %d\n", has_table);
  SPACING;
  printf ( "Has LOB:           %d\n", has_lob);
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  SPACING;
  printf ( "Has file:          %d\n", has_file);
  printf("\n");

  if (num_attr > 0)
    chk_column(envhp, errhp, svchp, list_attr, num_attr);
  else if (typecode == OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION)
    chk_collection(envhp, errhp, svchp, collection_dschp,
                   collection_typecode == OCI_TYPECODE_VARRAY);
  if (map_method != (dvoid *)0)
    chk_method(envhp, errhp, svchp, map_method, "TYPE MAP METHOD\n---------------");
  if (order_method != (dvoid *)0)
    chk_method(envhp, errhp, svchp, order_method, "TYPE ORDER 
METHOD\n-----------------");
  if (num_method > 0)
    chk_methodlst(envhp, errhp, svchp, list_method, num_method, "TYPE 
METHOD\n-----------");
}

/********************************************************************/ 
int main(int argc, char *argv[])
{
  OCIEnv *envhp = (OCIEnv *) 0;
  OCIServer *srvhp = (OCIServer *) 0;
  OCIError *errhp = (OCIError *) 0;
  OCISvcCtx *svchp = (OCISvcCtx *) 0;
  OCISession *usrhp = (OCISession *) 0;
  dvoid *tmp;
  int i;
  
  tab = 0;
 
  if (argc < 4)
  {
    (void) printf("Usage -- cdemort <username> <password> <upper case typename>\n");
    return (0);
  }
 
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT,
                (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp,
                 (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
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  (void) OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp,
                 (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp,
                 (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);

  checkerr(errhp, OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) "",
                 (sb4) strlen(""), (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,
                  (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  52, (dvoid **) &tmp));

  checkerr(errhp, OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  (dvoid *) srvhp, (ub4) 0,
                  (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp,
               (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, 0, (dvoid **)0));

  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
               (dvoid *)argv[1], (ub4)strlen(argv[1]),
               (ub4)OCI_ATTR_USERNAME, errhp));

  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
               (dvoid *)argv[2], (ub4)strlen(argv[2]),
               (ub4)OCI_ATTR_PASSWORD, errhp));

  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, 
                                   OCI_CRED_RDBMS, OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIAttrSet( (dvoid *)svchp,(ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
               (dvoid *)usrhp, (ub4)0,
               (ub4)OCI_ATTR_SESSION, errhp));

  /* dump an object with all the types */
  SPACING;
  (void) printf("%s\n", argv[3]);
  tst_desc_type(envhp, errhp, svchp, argv[3]); 
  printf("\n");

  checkerr(errhp, OCISessionEnd (svchp, errhp, usrhp, OCI_DEFAULT));
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  (void) OCIServerDetach( srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT );

  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER));

  return (0);
}

/* end of file cdemodsc.c */

cdemodsc.h
/* NAME 
     cdemodsc.h - header file for cdemodsc.c
*/

/*-----------------------------------------------------------------*/
#ifndef CDEMODSC
#define CDEMODSC

#ifndef S
#include <s.h>
#endif
 
#ifndef HSTDEF
#include <hstdef.h>
#endif
 
#ifndef SQLDEF
#include <sqldef.h>
#endif
 
#ifndef OCIDEF
#include <ocidef.h>
#endif
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif
 
#include <lnx.h>
 
/*---------------------------------------------------------------*/
/*
** define
*/
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#define MAXNAME       30
#define MAXOBJLEN     60
#define MAXOBJS        7
#define NPOS          40
#define SPACING       for (glindex = 0; glindex < tab; glindex++)\
                        printf(" ")

/*------------------------------------------------------------------*/
/*
**  Prototypes for functions in cdemodsc.c
*/ 
static void chk_column(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, dvoid 
*dschp, ub4 parmcnt  _*/);
static void chk_method(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, dvoid 
*dschp, const text *comment _*/);
static void chk_methodlst(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, 
dvoid *dschp, ub4 count, const text *comment _*/);
static void chk_arglst(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, dvoid 
*dschp _*/);
static void chk_arg(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, dvoid 
*dschp, ub1 type, ub4 start, ub4 end _*/);
static void chk_collection (/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, 
dvoid *dschp, sword is_array _*/);
static void tst_desc_type(/*_ OCIEnv *envhp, OCIError *errhp, OCISvcCtx *svchp, text 
*objname _*/);
static void checkerr(/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);

/* Prototype for main function */
int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);
int tab;
int glindex; 

#endif  /* CDEMODSC */
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例 5、CLOB/BLOB操作

/* NAME
     cdemolb2.c - Demonstrates writing and reading of CLOB/BLOB columns
               with stream mode and with callback functions.

   DESCRIPTION
     This program takes 2 input files (the first a text file and the 
     second a binary file) and stores the files into CLOB, BLOB columns.

     On output, the program reads the newly populated CLOB/BLOB columns 
     and writes them to the output files (txtfile1.log, binfile1.log,
     txtfile2.log, binfile2.log), where 

     txtfile1.log  --  created for stream reading CLOB contents to it
     binfile1.log  --  created for stream reading BLOB contents to it

     txtfile2.log  --  created for callback reading CLOB contents to it
     binfile2.log  --  created for callback reading BLOB contents to it
 

     Sample usage: cdemolb2 cdemolb.dat giffile.dat

     cdemolb.dat   --  a text file in the demo directory
     giffile.dat   --  a gif file in the demo directory
 
     After successful execution of the program, the files, cdemolb.dat,
     txtfile1.log, and txtfile2.log should be identical.  giffile.dat,
     binfile1.log, and binfile2.log should be identical.

*/

#include <stdio.h>
#include <oci.h>
 
static sb4 init_handles(/*_ void _*/);
static sb4 log_on(/*_ void _*/);
static sb4 setup_table(/*_ void _*/);
static sb4 select_locator(/*_ int rowind _*/);
static ub4 file_length(/*_ FILE *fp _*/);
static sb4 test_file_to_lob(/*_ int rowind, char *tfname, char *bfname _*/);
static void test_lob_to_file(/*_ int rowind _*/);
static void stream_write_lob(/*_ int rowind, OCILobLocator *lobl, 
                                 FILE *fp, ub4 filelen _*/);
static void callback_write_lob(/*_ int rowind, OCILobLocator *lobl, 
                                 FILE *fp, ub4 filelen _*/);
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static void stream_read_lob(/*_ int rowind, OCILobLocator *lobl, FILE *fp _*/);
static void callback_read_lob(/*_ int rowind, OCILobLocator *lobl,FILE *fp _*/);
static sb4 cbk_fill_buffer(/*_ dvoid *ctxp, dvoid *bufxp, ub4 *lenp, 
                                ub1 *piece _*/);
static sb4 cbk_write_buffer(/*_ dvoid *ctxp, CONST dvoid *bufxp, ub4 lenp, 
                                 ub1 piece _*/);

static void logout(/*_ void _*/);
static void drop_table(/*_ void _*/);
static void report_error(/*_ void _*/);

int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);

#define TRUE       1
#define FALSE      0

#define MAXBUFLEN  5000

static OCIEnv        *envhp;
static OCIServer     *srvhp;
static OCISvcCtx     *svchp;
static OCIError      *errhp;
static OCISession    *authp;
static OCIStmt       *stmthp;
static OCILobLocator *clob, *blob;
static OCIDefine     *defnp1 = (OCIDefine *) 0, *defnp2 = (OCIDefine *) 0;
static OCIBind       *bndhp = (OCIBind *) 0;

static FILE *fp1, *fp2;

static ub4  txtfilelen = 0;
static ub4  binfilelen = 0;

static boolean  istxtfile;
static boolean  tab_exists = FALSE;

/*------------------------end of Inclusions-----------------------------*/

int main(argc, argv)
int argc; 
char *argv[];
{
  int  rowind;

  if (argc != 3)
  {
    (void) printf("Usage: %s txtfilename binfilename\n", argv[0]);
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    return 0;
  }

  if (init_handles())
  {
    (void) printf("FAILED: init_handles()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (log_on())
  {
    (void) printf("FAILED: log_on()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (setup_table())
  {
    (void) printf("FAILED: setup_table()\n");
    logout();
    return OCI_ERROR;
  }

  tab_exists = TRUE;

  for (rowind = 1; rowind <= 2; rowind++)
  {
    if (select_locator(rowind))
    {
      (void) printf("FAILED: select_locator()\n");
      logout();
      return OCI_ERROR;
    }

    if (test_file_to_lob(rowind, argv[1], argv[2]))
    {
      (void) printf("FAILED: load files to lobs\n");
      logout();
      return OCI_ERROR;
    }

    test_lob_to_file(rowind);
  }

  logout();

  return OCI_SUCCESS;
}
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/* ----------------------------------------------------------------- */
/* initialize environment, allocate handles, etc.                    */
/* ----------------------------------------------------------------- */

sb4 init_handles()
{
  if (OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0, 
                    (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                    (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                    (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIInitialize()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /* initialize environment handle */
  if (OCIEnvInit((OCIEnv **) &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIEnvInit()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
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  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &authp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &clob, 
                         (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDescriptorAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* allocate the lob locator variables */
  if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &blob, 
                         (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDescriptorAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* attach to the server and log on as SCOTT/TIGER  */
/* ----------------------------------------------------------------- */

sb4 log_on()
{
  text *uid = (text *)"SCOTT";
  text *pwd = (text *)"TIGER";
  text *cstring = (text *) "";

  /* attach to the server */
  if (OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) cstring,
                     (sb4) strlen((char *)cstring), (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIServerAttach()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
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  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) uid, (ub4) strlen((char *)uid),
                 (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) pwd, (ub4) strlen((char *)pwd),
                 (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* set the server attribute in the service context */
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 (dvoid *) srvhp, (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /*log on */
  if (OCISessionBegin(svchp, errhp, authp, (ub4) OCI_CRED_RDBMS,
                     (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCISessionBegin()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /* set the session attribute in the service context*/
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) authp,
                 (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  return OCI_SUCCESS;

}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Create table FOO with CLOB, BLOB columns and insert one row.      */
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/* Both columns are empty lobs, not null lobs.                       */
/* ----------------------------------------------------------------- */

sb4 setup_table()
{
  int colc;

  text  *crtstmt = (text *) "CREATE TABLE FOO (A CLOB, B BLOB, C INTEGER)";
  text  *insstmt = 
          (text *) "INSERT INTO FOO VALUES (EMPTY_CLOB(), EMPTY_BLOB(), :1)";

  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, crtstmt, (ub4) strlen((char *) crtstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() crtstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0, 
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() crtstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insstmt, (ub4) strlen((char *) insstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() insstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  for (colc = 1; colc <= 2; colc++)
  {
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                      (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0, 
                      (ub4) OCI_DEFAULT))



例 5、CLOB/BLOB操作

                                                                    コード例 D-81

    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() insstmt\n");
      return OCI_ERROR;
    }
  }

  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4)0);

  return OCI_SUCCESS;
}

/*---------------------------------------------------------------------*/
/* Select lob locators from the CLOB, BLOB columns.                    */
/* We need the 'FOR UPDATE' clause since we need to write to the lobs. */
/*---------------------------------------------------------------------*/

sb4 select_locator(int rowind)
{
  int colc = rowind;
  text  *sqlstmt = (text *)"SELECT A, B FROM FOO WHERE C = :1 FOR UPDATE";

  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4) strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  
  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  if (OCIDefineByPos(stmthp, &defnp1, errhp, (ub4) 1,
                     (dvoid *) &clob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_CLOB,
                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
  ||  OCIDefineByPos(stmthp, &defnp2, errhp, (ub4) 2,
                     (dvoid *) &blob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_BLOB,
                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDefineByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
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  /* execute the select and fetch one row*/
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}          

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read operating system files into local buffers and then write the */
/* buffers to lobs.                                                  */
/* ----------------------------------------------------------------- */

sb4 test_file_to_lob(int rowind, char *txtfile, char *binfile)
{
  (void) printf("\n===> Testing loading files into lobs .....\n\n");
  
  fp1 = fopen((const char *)txtfile, (const char *) "r");
  fp2 = fopen((const char *)binfile, (const char *) "rb");

  if ( !(fp1 && fp2))
  {
    (void) printf("ERROR: Failed to open file(s).\n");
    return -1;
  }

  txtfilelen = file_length(fp1);
  binfilelen = file_length(fp2);

  switch (rowind)
  {
    case 1:
       stream_write_lob(rowind, clob, fp1, txtfilelen);
       stream_write_lob(rowind, blob, fp2, binfilelen);
       break;
    case 2:
       istxtfile = TRUE;
       callback_write_lob(rowind, clob, fp1, txtfilelen);
       istxtfile = FALSE;
       callback_write_lob(rowind, blob, fp2, binfilelen);
       break;
    default:
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       (void) printf("ERROR: Invalid row indicator.\n");
       break;
  }

  (void) fclose(fp1);
  (void) fclose(fp2);

  return 0;
}
  
/* ----------------------------------------------------------------- */
/* get the length of the input file.                                 */
/* ----------------------------------------------------------------- */

ub4 file_length(FILE *fp)
{
  fseek(fp, 0, SEEK_END);
  return (ub4) (ftell(fp));
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read operating system files into local buffers and then write the */
/* buffers to lobs using stream mode.                                */
/* ----------------------------------------------------------------- */

void stream_write_lob(int rowind, OCILobLocator *lobl, FILE *fp, ub4 filelen)
{
  ub4   offset = 1;
  ub4   loblen = 0;
  ub1   bufp[MAXBUFLEN];
  ub4   amtp = filelen;
  ub1   piece;
  sword retval;
  int   readval;
  ub4   len = 0;
  ub4   nbytes;
  ub4   remainder = filelen;

  (void) printf("--> To do streamed write lob, amount = %d\n", filelen);

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);
  (void) printf("Before stream write, LOB length = %d\n\n", loblen);

  (void) fseek(fp, 0, 0);

  if (filelen > MAXBUFLEN)
    nbytes = MAXBUFLEN;
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  else
    nbytes = filelen;

  if (fread((void *)bufp, (size_t)nbytes, 1, fp) != 1)
  {
    (void) printf("ERROR: read file.\n");
    return;
  }

  remainder -= nbytes; 
  
  if (remainder == 0)       /* exactly one piece in the file */ 
  {
    (void) printf("Only one piece, no need for stream write.\n");
    if (retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                            (ub4) nbytes, OCI_ONE_PIECE, (dvoid *)0, 
                            (sb4 (*)(dvoid *, dvoid *, ub4 *, ub1 *)) 0,
                            (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT) != OCI_SUCCESS)
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobWrite(), retval = %d\n", retval);
      return;
    }
  }
  else                     /* more than one piece */
  {
    if (OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                    (ub4) MAXBUFLEN, OCI_FIRST_PIECE, (dvoid *)0, 
                    (sb4 (*)(dvoid *, dvoid *, ub4 *, ub1 *)) 0,
                    (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT) != OCI_NEED_DATA)
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobWrite().\n");
      return;
    }

    piece = OCI_NEXT_PIECE;

    do
    {
      if (remainder > MAXBUFLEN)
        nbytes = MAXBUFLEN;
      else
      {
        nbytes = remainder;
        piece = OCI_LAST_PIECE;
      }

      if (fread((void *)bufp, (size_t)nbytes, 1, fp) != 1)
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      {
        (void) printf("ERROR: read file.\n");
        piece = OCI_LAST_PIECE; 
      }

      retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                          (ub4) nbytes, piece, (dvoid *)0, 
                          (sb4 (*)(dvoid *, dvoid *, ub4 *, ub1 *)) 0,
                          (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT);
      remainder -= nbytes; 

    } while (retval == OCI_NEED_DATA && !feof(fp));
  }

  if (retval != OCI_SUCCESS)
  {
    (void) printf("Error: stream writing LOB.\n");
    return;
  }

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);
  (void) printf("After stream write, LOB length = %d\n\n", loblen);

  return;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read operating system files into local buffers and then write the */
/* buffers to lobs using callback function.                          */
/* ----------------------------------------------------------------- */

void callback_write_lob(int rowind, OCILobLocator *lobl, FILE *fp, ub4 filelen)
{
  ub4   offset = 1;
  ub4   loblen = 0;
  ub1   bufp[MAXBUFLEN];
  ub4   amtp = filelen;
  ub4   nbytes;
  sword retval;

  (void) printf("--> To do callback write lob, amount = %d\n", filelen);

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);
  (void) printf("Before callback write, LOB length = %d\n\n", loblen);
 
  (void) fseek(fp, 0, 0);
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  if (filelen > MAXBUFLEN)
    nbytes = MAXBUFLEN;
  else
    nbytes = filelen;

  if (fread((void *)bufp, (size_t)nbytes, 1, fp) != 1)
  {
    (void) printf("ERROR: read file.\n");
    return;
  }

  if (filelen < MAXBUFLEN)       /* exactly one piece in the file */
  {
    (void) printf("Only one piece, no need for callback write.\n");
    if (retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                            (ub4) nbytes, OCI_ONE_PIECE, (dvoid *)0, 
                            (sb4 (*)(dvoid *, dvoid *, ub4 *, ub1 *)) 0,
                            (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT) != OCI_SUCCESS)
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobWrite().\n");
      return;
    }
  }
  else                     /* more than one piece */
  {
    if (retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *)bufp,
                            (ub4)nbytes, OCI_FIRST_PIECE, (dvoid *)0,
                            cbk_fill_buffer, (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobWrite().\n");
      report_error();
      return;
    }
  }

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);
  (void) printf("After callback write, LOB length = %d\n\n", loblen);
 
  return;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* callback function to read the file into buffer.                   */
/* ----------------------------------------------------------------- */

sb4 cbk_fill_buffer(ctxp, bufxp, lenp, piece)
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  dvoid *ctxp;
  dvoid *bufxp;
  ub4 *lenp;
  ub1 *piece;
{
  FILE   *fp = (istxtfile ? fp1 : fp2); 
  ub4    filelen = (istxtfile ? txtfilelen : binfilelen);
  ub4    nbytes;
  static ub4 len = MAXBUFLEN;     /* because 1st piece has been written */

  
  if ((filelen - len) > MAXBUFLEN)
    nbytes = MAXBUFLEN;
  else
    nbytes = filelen - len;

  *lenp = nbytes;

  if (fread((void *)bufxp, (size_t)nbytes, 1, fp) != 1) 
  {
    (void) printf("ERROR: read file. Abort callback fill buffer\n");
    *piece = OCI_LAST_PIECE;
    len = MAXBUFLEN;         /* reset it for the next callback_write_lob() */
    return OCI_CONTINUE;
  }

  len += nbytes;

  if (len == filelen)         /* entire file has been read */
  {
    *piece = OCI_LAST_PIECE;
    len = MAXBUFLEN;          /* reset it for the next callback_write_lob() */
  }
  else
    *piece = OCI_NEXT_PIECE;

  return OCI_CONTINUE;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read lobs into local buffers and then write them to operating     */
/* system files.                                                     */
/* ----------------------------------------------------------------- */

void test_lob_to_file(int rowind)
{
  ub4   offset = 1;
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  ub4   loblen = 0;
  ub1   bufp[MAXBUFLEN];
  ub4   amtp = MAXBUFLEN;
  text  txtfilename[20], binfilename[20];

  (void) sprintf((char *) txtfilename, (char *)"txtfile%d.log", rowind);
  (void) sprintf((char *) binfilename, (char *)"binfile%d.log", rowind);

  (void) printf("\n===> Testing writing lobs to files .....\n\n");
  
  fp1 = fopen((char *)txtfilename, (const char *) "w");
  fp2 = fopen((char *)binfilename, (const char *) "wb");

  if ( !(fp1 && fp2))
  {
    (void) printf("ERROR: Failed to open file(s).\n");
    return;
  }

  switch (rowind)
  {
    case 1:
       stream_read_lob(rowind, clob, fp1);
       stream_read_lob(rowind, blob, fp2);
       break;
    case 2:
       istxtfile = TRUE;
       callback_read_lob(rowind, clob, fp1);

       istxtfile = FALSE;
       callback_read_lob(rowind, blob, fp2);
       break;
    default:
       (void) printf("ERROR: Invalid row indicator.\n");
       break;
  }

  (void) fclose(fp1);
  (void) fclose(fp2);

  return;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read lobs using stream mode into local buffers and then write     */
/* them to operating system files.                                   */
/* ----------------------------------------------------------------- */
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void stream_read_lob(int rowind, OCILobLocator *lobl, FILE *fp)
{
  ub4   offset = 1;
  ub4   loblen = 0;
  ub1   bufp[MAXBUFLEN];
  ub4   amtp = 4096000000;
  sword retval;
  ub4   piece = 0;
  ub4   remainder;            /* the number of bytes for the last piece */

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);
  /*amtp = loblen;*/

  (void) printf("--> To stream read LOB, loblen = %d.\n", loblen);

  memset(bufp, '\0', MAXBUFLEN);

  retval = OCILobRead(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                     (loblen < MAXBUFLEN ? loblen : MAXBUFLEN), (dvoid *)0, 
                     (sb4 (*)(dvoid *, const dvoid *, ub4, ub1)) 0,
                     (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT);

  (void) printf(" amtp passed in was 4gb, amtp returned is %u\n", amtp);

  switch (retval)
  {
    case OCI_SUCCESS:             /* only one piece */
      (void) printf("stream read %d th piece\n", ++piece);
      (void) fwrite((void *)bufp, (size_t)loblen, 1, fp);
      break;
    case OCI_ERROR: 
      report_error();
      break;
    case OCI_NEED_DATA:           /* there are 2 or more pieces */

      remainder = loblen;

      (void) fwrite((void *)bufp, MAXBUFLEN, 1, fp); /* full buffer to write */

      do
      {
        memset(bufp, '\0', MAXBUFLEN);
        /*amtp = 0;*/

        remainder -= MAXBUFLEN;
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        retval = OCILobRead(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                           (ub4) MAXBUFLEN, (dvoid *)0, 
                           (sb4 (*)(dvoid *, const dvoid *, ub4, ub1)) 0,
                           (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT);

        /* the amount read returned is undefined for FIRST, NEXT pieces */
        (void) printf("stream read %d th piece, amtp = %u\n", ++piece, amtp);

        if (remainder < MAXBUFLEN)     /* last piece not a full buffer piece */
           (void) fwrite((void *)bufp, (size_t)remainder, 1, fp);
        else
           (void) fwrite((void *)bufp, MAXBUFLEN, 1, fp);

      } while (retval == OCI_NEED_DATA);
      break;
    default:
      (void) printf("Unexpected ERROR: OCILobRead() LOB.\n");
      break;
  }
  return;
}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* Read lobs using callback function into local buffers and          */
/* then write them to operating system files.                        */
/* ----------------------------------------------------------------- */

void callback_read_lob(int rowind, OCILobLocator *lobl, FILE *fp)
{
  ub4   offset = 1;
  ub4   loblen = 0;
  ub1   bufp[MAXBUFLEN];
  ub4   amtp = 4096000000;
  sword retval;

  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, lobl, &loblen);

  (void) printf("--> To callback read LOB, loblen = %d.\n", loblen);

  if (retval = OCILobRead(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
                         (ub4) MAXBUFLEN, (dvoid *) bufp, cbk_write_buffer,
                         (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
  {
    (void) printf("ERROR: OCILobRead() LOB.\n");
    report_error();
  }
  return;
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}

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* callback function to write buffer to the file.                    */
/* ----------------------------------------------------------------- */
 
sb4 cbk_write_buffer(ctxp, bufxp, lenp, piece)
  dvoid *ctxp;
  CONST dvoid *bufxp;
  ub4 lenp;
  ub1 piece;
{
  static ub4 piece_count = 0;
  FILE   *fp = (istxtfile ? fp1:fp2);

  piece_count++;

  switch (piece)
  {
    case OCI_LAST_PIECE:
      (void) fwrite((void *)bufxp, (size_t)lenp, 1, fp);
      (void) printf("callback read the %d th piece\n\n", piece_count);
      piece_count = 0;
      return OCI_CONTINUE;

    case OCI_FIRST_PIECE:
    case OCI_NEXT_PIECE:
      (void) fwrite((void *)bufxp, (size_t)lenp, 1, fp);
      break;
    default:
      (void) printf("callback read error: unkown piece = %d.\n", piece);
      return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("callback read the %d th piece\n", piece_count);

  return OCI_CONTINUE;
}

/*-------------------------------------------------------------------*/ 
/* Drop table FOO before logging off from the server.                */
/*-------------------------------------------------------------------*/ 

void drop_table()
{
  text  *sqlstmt = (text *) "DROP TABLE FOO";
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  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4) strlen((char *) sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
    return;
  }
 
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
  return;
}

/*-------------------------------------------------------------------*/ 
/* Logoff and disconnect from the server.  Free handles.             */
/*-------------------------------------------------------------------*/ 

void logout()
{
  if (tab_exists)
    drop_table();

  (void) OCISessionEnd(svchp, errhp, authp, (ub4) 0);
  (void) OCIServerDetach(srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT);
 
  (void) printf("Logged off and detached from server.\n");
 
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION);
  (void) OCIDescriptorFree((dvoid *) clob, (ub4) OCI_DTYPE_LOB);
  (void) OCIDescriptorFree((dvoid *) blob, (ub4) OCI_DTYPE_LOB);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, (ub4) OCI_HTYPE_STMT);

  (void) printf("All handles freed\n");
  return;
} 

/* ----------------------------------------------------------------- */
/* retrieve error message and print it out.                          */ 
/* ----------------------------------------------------------------- */
void report_error()
{
  text  msgbuf[512];
  sb4   errcode = 0;
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  (void) OCIErrorGet((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                       msgbuf, (ub4) sizeof(msgbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  (void) printf("ERROR CODE = %d\n", errcode);
  (void) printf("%.*s\n", 512, msgbuf);
  return;
}
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例 6、LOBバッファリング
/* NAME
     cdemolbs.c - Demonstrates reading and writing to LOBs through
                  the LOB Buffering Subsystem.

   DESCRIPTION
     This program reads from an input binary/text file, writing into an 
     initialized B/CLOB column in buffered mode. It then reads in buffered
     mode from the B/CLOB column and populates an output file. After building
     the executable (assume it is called cdemolbs), run program as follows:
         cdemolbs src.txt src.bin dst.txt dst.bin
     where src.txt and src.bin are text and binary files of size <= 512Kbytes.
     IMPORTANT: . This program works only for single-byte CLOBs.
                . Before running this program, ensure that the database is
                  started up and a table FOO does not exist in the SCOTT/
                  TIGER sample account.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

/*---------- Public Constants and Variables ---------------------*/

/*Constants */
#define TRUE       1
#define FALSE      0
#define MAXBUFLEN  32768
#define MAXLBSLEN  524288

/* OCI Handles */
static OCIEnv        *envhp;
static OCIServer     *srvhp;
static OCISvcCtx     *svchp;
static OCIError      *errhp;
static OCISession    *authp;
static OCIStmt       *stmthp;
static OCILobLocator *clob, *blob;
static OCIDefine     *defnp1 = (OCIDefine *) 0, *defnp2 = (OCIDefine *) 0;
static OCIBind       *bndhp = (OCIBind *) 0;

/* Misellaneous */
static FILE          *fp1, *fp2;
static ub4            txtfilelen = 0;
static ub4            binfilelen = 0;
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static boolean        istxtfile;
static boolean        tab_exists = FALSE;

/*---------- Public functions - Specification ----------------------*/

int  main           (/*_ int argc, char *argv[] _*/);

static sb4  init_handles   (/*_ void _*/);
static sb4  init_table     (/*_ void _*/);
static sb4  log_on         (/*_ void _*/);
static void log_off        (/*_ void _*/);
static sb4  write_lobs     (/*_ int rowind, char *txtfile, char *binfile _*/);
static sb4  read_lobs      (/*_ int rowind, char *txtfile, char *binfile _*/);

/*----------- Private functions - Specification -------------------*/

static sb4  select_clob   (/*_ int rowind _*/);
static sb4  select_blob   (/*_ int rowind _*/);
static sb4  select_lobs   (/*_ int rowind _*/);
static sb4  buf_write_lob (/*_ int rowind, OCILobLocator *locator, FILE *fp,
                               ub4 filelen _*/);
static sb4  buf_read_lob  (/*_ int rowind, OCILobLocator *locator,
                                FILE *fp _*/);
static void drop_table    (/*_ void _*/);
static void report_error  (/*_ void _*/);
static ub4  file_length   (/*_ FILE *fp _*/);

/*----------------- Public functions -----------------------------*/

/*-----------------------  main --------------------------*/

/*  main driver */
int main(argc, argv)
int argc; 
char *argv[];
{
  int rowind;

  /* validate input arguments */
  if (argc != 5)
  {
    (void) printf("Usage: %s srctxtfile srcbinfile desttxtfile destbinfile\n",
                  argv[0]);
    return 0;
  }
  /* initialize OCI handles */
  if (init_handles())
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  {
    (void) printf("FAILED: init_handles()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* log on to server */
  if (log_on())
  {
    (void) printf("FAILED: log_on()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* init demo table */
  if (init_table())
  {
    (void) printf("FAILED: init_table()\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
  }
  /* write to LOBs in row 1 through the  buffering subsystem, 
                                      reading from src files*/
  rowind = 1;
  if (write_lobs(rowind, argv[1], argv[2]))
  {
    (void) printf("FAILED: write files to lobs\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
  }
  /* read from LOBs in row 1 through buffering subsystem,
                                  writing to dest files */
  rowind = 1;
  if (read_lobs(rowind, argv[3], argv[4]))
  {
    (void) printf("FAILED: write lobs to files\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
  }
  /* clean up and log off from server */
  log_off();

  return OCI_SUCCESS;
}

/*------------------- init_handles --------------------------------*/

/* initialize environment, and allocate all handles */
sb4 init_handles()
{
  if (OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0,
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                    (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                    (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                    (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIInitialize()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* initialize environment handle */
  if (OCIEnvInit((OCIEnv **) &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0 ))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIEnvInit()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* initialize service context */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* initialize error handle */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /*initialize statement handle */ 
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* initialize server handle  */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* initialize session/authentication handle */
  if (OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &authp,
                     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIHandleAlloc()\n");
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    return OCI_ERROR;
  }

  /* allocate the lob locator variables */
  if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &clob, 
                         (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDescriptorAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &blob, 
                         (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDescriptorAlloc()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  return OCI_SUCCESS;
}

/*---------------------- init_table --------------------------------*/

/* create table FOO with initialized CLOB, BLOB columns, and insert two rows */
sb4 init_table()
{
  int   colc;
  text *crtstmt = (text *) "CREATE TABLE FOO (C1 CLOB, C2 BLOB, C3 INTEGER)";
  text *insstmt = 
          (text *) "INSERT INTO FOO VALUES (EMPTY_CLOB(), EMPTY_BLOB(), :1)";

  /* prepare create statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, crtstmt, (ub4) strlen((char *) crtstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() crtstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* execute create statement */
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0, 
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() crtstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* prepare insert statement */
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  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insstmt, (ub4) strlen((char *) insstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() insstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate variable colc with bind placeholder #1 in the SQL statement  */
  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* insert two rows  */
  for (colc = 1; colc <= 2; colc++)
  {
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                       (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0, 
                       (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() insstmt\n");
      return OCI_ERROR;
    }
  }

  /* commit the Xn */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4)0);

  /* set flag to be used by log_off() to drop the table */
  tab_exists = TRUE;

  return OCI_SUCCESS;
}

/*----------------------- log_on ---------------------------------*/

/* attach to the server and log on as SCOTT/TIGER  */
sb4 log_on()
{
  text *uid     = (text *)"SCOTT";
  text *pwd     = (text *)"TIGER";
  text *cstring = (text *)"inst1_alias";

  /* attach to the server */
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  if (OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) cstring,
                     (sb4) strlen((char *)cstring), (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIServerAttach()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /* set username and password attributes of the server handle */
  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) uid, (ub4) strlen((char *)uid),
                 (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) pwd, (ub4) strlen((char *)pwd),
                 (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* set the server attribute in the service context */
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 (dvoid *) srvhp, (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /*log on */
  if (OCISessionBegin(svchp, errhp, authp, (ub4) OCI_CRED_RDBMS,
                     (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCISessionBegin()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
 
  /* set the session attribute in the service context*/
  if (OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) authp,
                 (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIAttrSet()\n");
    return OCI_ERROR;
  } 
  return OCI_SUCCESS;
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}

/*-------------------------- logoff -------------------------------*/

/* Logoff and disconnect from the server.  Free handles  */
void log_off()
{
  if (tab_exists)
    drop_table();

  (void) OCISessionEnd(svchp, errhp, authp, (ub4) 0);
  (void) OCIServerDetach(srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT);
 
  (void) printf("Logged off and detached from server.\n");
 
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION);
  (void) OCIDescriptorFree((dvoid *) clob, (ub4) OCI_DTYPE_LOB);
  (void) OCIDescriptorFree((dvoid *) blob, (ub4) OCI_DTYPE_LOB);
  (void) OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, (ub4) OCI_HTYPE_STMT);

  (void) printf("All handles freed\n");
  return;
} 

/*-------------------- write_lobs -------------------------------*/

/* write from files to LOBs*/
sb4 write_lobs (rowind, txtfile, binfile)
int   rowind;
char *txtfile;
char *binfile;
{
  ub4   loblen = 0;
  text *svptstmt = (text *)"SAVEPOINT cdemolbs_svpt";
  text *rlbkstmt = (text *)"ROLLBACK TO SAVEPOINT cdemolbs_svpt";
  ub4   txtfilelen = 0;
  ub4   binfilelen = 0;

  /*  validate row indicator  */
  if (!rowind || (rowind > 2))
  {
    (void) printf("ERROR: Invalid row indicator.\n");
    return OCI_ERROR;
  }
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  /* open source files  */
  fp1 = fopen((CONST char *)txtfile, (CONST char *) "r");
  fp2 = fopen((CONST char *)binfile, (CONST char *) "r");
  if (!(fp1 && fp2))
  {
    (void) printf("ERROR: Failed to open file(s).\n");
    return -1;
  }
  if ((txtfilelen = file_length(fp1)) > MAXLBSLEN)
  {
    (void) printf("ERROR: %s - length > 512Kbytes", txtfile);
    return -1;
  }
  if ((binfilelen = file_length(fp2)) > MAXLBSLEN)
  {
    (void) printf("ERROR: %s - length > 512Kbytes", binfile);
    return -1;
  }

  /* reset file pointers to start of file */
  (void) fseek(fp1, 0, 0);
  (void) fseek(fp2, 0, 0);

  /* set savepoint for Xn before commencing buffered mode operations */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, svptstmt, (ub4) strlen((char *)svptstmt),
                     (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() svptstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                     (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                     (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() svptstmt\n");
    report_error();
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("\n===> Writing CLOB from txtfile in buffered mode.....\n\n");

  /* fetch the CLOB's locator from the table for update  */
  if (select_clob(rowind))
  {
    (void) printf("FAILED: select_clob()\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
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  }
  /* report LOB length before buffered write begins */
  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, clob, &loblen);
  (void) printf("Before buffered write, CLOB length = %d\n\n", loblen);

  /* enable the CLOB locator for buffering operations */
  if (OCILobEnableBuffering(svchp, errhp, clob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobEnableBuffering() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /*  write the text file contents into CLOB through the buffering subsystem */
  if (buf_write_lob(rowind, clob, fp1, txtfilelen) > 0)
  {
    /* if buffered write operation failed, rollback Xn to savepoint & exit */
    if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, rlbkstmt, 
                    (ub4) strlen((char *)rlbkstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() rlbkstmt\n");
      return OCI_ERROR;
    }
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() rlbkstmt\n");
      report_error();
      return OCI_ERROR;
    }

    (void) printf("FAILED: buf_write_lob() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* commit the Xn if the CLOB's buffer was flushed successfully */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4)0);

  /* disable CLOB locator from buffering */
  if (OCILobDisableBuffering(svchp, errhp, clob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobDisableBuffering() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("\n===> Writing BLOB from binfile in buffered mode.....\n\n");

  /* fetch the BLOB's locator from the table for update */
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  if (select_blob(rowind))
  {
    (void) printf("FAILED: select_blob()\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
  }
  /* report LOB length before buffered write begins */
  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, blob, &loblen);
  (void) printf("Before buffered write, BLOB length = %d\n\n", loblen);

  /* enable the BLOB locator for buffering operations */
  if (OCILobEnableBuffering(svchp, errhp, blob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobEnableBuffering() BLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* write the bin file contents into BLOB through the buffering subsystem  */
  if (buf_write_lob(rowind, blob, fp2, binfilelen) > 0)
  {
    /* if buffered write operation failed, rollback Xn to savepoint & exit */
    if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, rlbkstmt, 
                    (ub4) strlen((char *)rlbkstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() rlbkstmt\n");
      return OCI_ERROR;
    }
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() rlbkstmt\n");
      report_error();
      return OCI_ERROR;
    }

    (void) printf("FAILED: buf_write_lob() BLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* commit the Xn if the BLOB's buffer was flushed successfully */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4)0);

  /* disable BLOB locator from buffering */
  if (OCILobDisableBuffering(svchp, errhp, blob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobDisableBuffering() BLOB\n");
    return OCI_ERROR;
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  }

  /* close input files */
  (void) fclose(fp1);
  (void) fclose(fp2);

  return OCI_SUCCESS;
}

/*--------------------- read_lobs --------------------------------*/

/* read from LOBs into files*/
sb4 read_lobs (rowind, txtfile, binfile)
int   rowind;
char *txtfile;
char *binfile;
{
  ub4 loblen = 0;
  text *svptstmt = (text *)"SAVEPOINT cdemolbs_svpt";
  text *rlbkstmt = (text *)"ROLLBACK TO SAVEPOINT cdemolbs_svpt";

  if (!rowind || (rowind > 2))
  {
    (void) printf("ERROR: Invalid row indicator.\n");
    return -1;
  }

  /* open destination files */
  fp1 = fopen((CONST char *)txtfile, (CONST char *) "w");
  fp2 = fopen((CONST char *)binfile, (CONST char *) "w");
  if (!(fp1 && fp2))
  {
    (void) printf("ERROR: Failed to open file(s).\n");
    return -1;
  }

  /* reset file pointers to start of file */
  (void) fseek(fp1, 0, 0);
  (void) fseek(fp2, 0, 0);

  /* fetch the BLOB's locator from the table for reads */
  if (select_lobs(rowind))
  {
    (void) printf("FAILED: select_lobs()\n");
    log_off();
    return OCI_ERROR;
  }
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  /* report CLOB length before buffered read begins */
  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, clob, &loblen);
  (void) printf("Before buffered read, CLOB length = %d\n\n", loblen);

  /* report BLOB length before buffered read begins */
  (void) OCILobGetLength(svchp, errhp, blob, &loblen);
  (void) printf("Before buffered read, BLOB length = %d\n\n", loblen);

  /* set savepoint for Xn before commencing buffered mode operations */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, svptstmt, (ub4) strlen((char *)svptstmt),
                     (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() svptstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                     (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                     (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() svptstmt\n");
    report_error();
    return OCI_ERROR;
  }

  /* enable the locators for buffering operations */
  if (OCILobEnableBuffering(svchp, errhp, clob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobEnableBuffering() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobEnableBuffering(svchp, errhp, blob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobEnableBuffering() BLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("\n===> Reading CLOB into dst.txt in buffered mode...\n\n");

  /* read the CLOB into buffer and write the contents to a text file */
  if (buf_read_lob(rowind, clob, fp1) > 0)
  {
    /* if buffered read operation failed, rollback Xn to savepoint & exit */
    if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, rlbkstmt, 
                    (ub4) strlen((char *)rlbkstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() rlbkstmt\n");
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      return OCI_ERROR;
    }
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() rlbkstmt\n");
      report_error();
      return OCI_ERROR;
    }

    (void) printf("FAILED: buf_read_lob() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  (void) printf("\n===> Reading BLOB into dst.bin in buffered mode...\n\n");

  /* read the BLOB into buffer and write the contents to a binary file */
  if (buf_read_lob(rowind, blob, fp2) > 0)
  {
    /* if buffered read operation failed, rollback Xn to savepoint & exit */
    if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, rlbkstmt, 
                    (ub4) strlen((char *)rlbkstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() rlbkstmt\n");
      return OCI_ERROR;
    }
    if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() rlbkstmt\n");
      report_error();
      return OCI_ERROR;
    }

    (void) printf("FAILED: buf_read_clob()\n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* commit the Xn if buffered reads went off successfully */
  (void) OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4)0);

  /* disable locator for buffering*/
  if (OCILobDisableBuffering(svchp, errhp, clob))
  {
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    (void) printf("FAILED: OCILobDisableBuffering() \n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobDisableBuffering(svchp, errhp, blob))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobDisableBuffering() \n");
    return OCI_ERROR;
  }

  /* close output files */
  (void) fclose(fp1);
  (void) fclose(fp2);

  return OCI_SUCCESS;
}

/*----------------- Public functions -----------------------------*/

/*------------------ select_clob -------------------------------*/

/* select locator from the CLOB column */
sb4 select_clob(rowind)
int rowind;
{
  int   colc    = rowind;
  text *sqlstmt = (text *)"SELECT C1 FROM FOO WHERE C3 = :1 FOR UPDATE";
  /* we need the 'FOR UPDATE' clause since we need to write to the lobs

  /*  prepare select statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4) strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate variable colc with bind placeholder #1 in the SQL statement  */
  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate clob var with its define handle */ 
  if (OCIDefineByPos(stmthp, &defnp1, errhp, (ub4) 1,
                     (dvoid *) &clob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_CLOB,
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                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDefineByPos() CLOB\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* execute the select and fetch one row*/
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_SUCCESS;
}          

/*------------------------------- select_blob ---------------------------*/

/* select locator from the BLOB column*/
sb4 select_blob(rowind)
int rowind;
{
  int   colc    = rowind;
  text *sqlstmt = (text *)"SELECT C2 FROM FOO WHERE C3 = :1 FOR UPDATE";
  /* we need the 'FOR UPDATE' clause since we need to write to the lobs

  /*  prepare select statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4) strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate variable colc with bind placeholder #1 in the SQL statement  */
  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate blob var with its define handle */ 
  if (OCIDefineByPos(stmthp, &defnp2, errhp, (ub4) 1,
                     (dvoid *) &blob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_BLOB,
                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
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    (void) printf("FAILED: OCIDefineByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* execute the select and fetch one row*/
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,  
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_SUCCESS;
}          

/*------------------- select_lobs -------------------------------*/

/* select lob locators from the CLOB, BLOB columns
sb4 select_lobs(rowind)
int rowind;
{
  int   colc    = rowind;
  text *sqlstmt = (text *)"SELECT C1, C2 FROM FOO WHERE C3 = :1";
  /* we don't need the 'FOR UPDATE' clause since 
                    we are just reading the LOBs */
 
  /*  prepare select statement */
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, (ub4) strlen((char *)sqlstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate variable colc with bind placeholder #1 in the SQL statement  */
  if (OCIBindByPos(stmthp, &bndhp, errhp, (ub4) 1,
                      (dvoid *) &colc, (sb4) sizeof(colc), SQLT_INT,
                      (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
                      (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIBindByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* associate clob and blob vars with their define handles */
  if (OCIDefineByPos(stmthp, &defnp1, errhp, (ub4) 1,
                     (dvoid *) &clob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_CLOB,
                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT)
  ||  OCIDefineByPos(stmthp, &defnp2, errhp, (ub4) 2,
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                     (dvoid *) &blob, (sb4) -1, (ub2) SQLT_BLOB,
                     (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIDefineByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* execute the select and fetch one row*/
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_SUCCESS;
} 

/*-------------------- buf_write_lob -----------------------------*/
/*
 * Read operating system files into local buffers and then write these local
 * buffers to LOBs using buffering system.
 */
sb4 buf_write_lob(rowind, locator, fp, filelen)
int rowind; 
OCILobLocator *locator; 
FILE *fp; 
ub4 filelen;
{
  ub4 offset = 1;
  ub1 bufp[MAXBUFLEN];
  ub4 amtp;
  ub4 nbytes = 0;
  ub4 remainder = filelen;

  /* reset per read/write buffer size and perform the first read */
  amtp = nbytes = (filelen > MAXBUFLEN) ? MAXBUFLEN : filelen;

  /* write into the LOB's client-side buffer 
                  (upto max 16 pages of 32K each)*/
  while (remainder > 0)
  {
    if (fread((void *)bufp, (size_t)nbytes, (size_t)1, fp) != 1)
    {
      (void) printf("ERROR: read file.\n");
      return(OCI_ERROR);
    }
    if (feof(fp))
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    {
      (void) printf("Exit - End of file reached\n", amtp, offset);
      break;
    }
    (void) printf("Write %d bytes out of remaining %d bytes at off %d\n",
                  amtp, remainder, offset);
    if (OCILobWrite(svchp, errhp, locator, &amtp, (ub4) offset,
                    (dvoid *) bufp,
                    (ub4) nbytes, OCI_ONE_PIECE, (dvoid *)0,
                    (sb4 (*)(dvoid *, dvoid *, ub4 *, ub1 *)) 0,
                    (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCILobWrite() \n");
      return(OCI_ERROR);
    }
    if (amtp < nbytes)
    {
      (void) printf("FAILED: Full file not written \n");
      return(OCI_ERROR);
    }
    amtp = nbytes;
    offset += nbytes;
    remainder -= nbytes;
  }

  /* flush the buffers back to the server  */
  (void) printf("Flush LOB's buffer to server\n");
  if (OCILobFlushBuffer(svchp, errhp, locator, OCI_LOB_BUFFER_NOFREE))
  {
    (void) printf("FAILED: OCILobFlushBuffer() \n");
    return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_SUCCESS;
}

/*--------------------------------- buf_read_lob ----------------------------*/

/*
 * Read LOBs using buffered mode into local buffers and writes them into
 * operating system files.
 */
sb4 buf_read_lob(rowind, locator, fp)
int rowind; 
OCILobLocator *locator; 
FILE *fp;
{
  ub4 offset = 1;
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  ub1 bufp[MAXBUFLEN];
  ub4 amtp = 0;
  ub4 nbytes = 0;

  /* set amount to be read per iteration */
  amtp = nbytes = MAXBUFLEN;

  /*
   * read from CLOB and write to text file (in the process, populating upto
   * 16 pages of 32K each in the buffering subsystem).
   */
  while (amtp)
  {
    (void) printf("Reading %d bytes from offset %d\n", amtp, offset);
    if (OCILobRead(svchp, errhp, locator, &amtp, (ub4) offset, (dvoid *) bufp,
                   (ub4) nbytes, (dvoid *)0,
                   (sb4 (*)(dvoid *, const dvoid *, ub4, ub1)) 0,
                   (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
    {
      (void) printf("FAILED: OCILobRead() \n");
      return OCI_ERROR;
    }
    (void) fwrite((void *)bufp, (size_t)amtp, (size_t)1, fp);       /* write buffer 
to file */
    offset += nbytes;
  }
  return OCI_SUCCESS;
}

/*---------------------- drop_table ------------------------------*/
 
/* Drop table FOO before logging off from the server */
void drop_table()
{
  text *dropstmt = (text *) "DROP TABLE FOO";

  /* prepare drop statement */ 
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, dropstmt, (ub4) strlen((char *) dropstmt),
                    (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() dropstmt\n");
    return;
  }
  /* execute drop statement */  
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                    (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                    (ub4) OCI_DEFAULT))
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  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() dropstmt\n");
    return;
  }
  return;
}

/*---------------------- report_error -----------------------------*/

/* retrieve error message and print it out */ 
void report_error()
{
  text msgbuf[512];
  sb4  errcode = 0;

  (void) OCIErrorGet((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                       msgbuf, (ub4) sizeof(msgbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
  (void) printf("ERROR CODE = %d\n", errcode);
  (void) printf("%.*s\n", 512, msgbuf);
  return;
}

/*---------------------- file_length ------------------------------*/

/* get the length of the input file */
ub4 file_length(fp)
FILE *fp;
{
  fseek(fp, 0, SEEK_END);
  return (ub4) (ftell(fp));
}
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例 7、REF確保とナビゲーション
/*
   NAME
     cdemobj.c

   DESCRIPTION
     Demo of selection of a REF and display the pinned object through
     navigational interface.
*/

#ifndef CDEMO_OBJ_ORACLE
#include "cdemobj.h"
#endif

/* statement to select a ref from an extent table customer_tab */
static const text *const selref = (text *)
          "SELECT REF(customer_tab) from customer_tab";

/* statement to create the type address */
static const text *const create_type_address = (text *)
"CREATE TYPE address AS OBJECT (\
  no       NUMBER,\
  street   VARCHAR(60),\
  state    CHAR(2),\
  zip      CHAR(10)\
)";

/* statement to create the typed table address_tab  */
static const text *const create_type_addr_tab = (text *)
"create type addr_tab is table of address";

/* statement to create the type person */
static const text *const create_type_person = (text *)
"CREATE TYPE person AS OBJECT (\
  firstname         CHAR(20),\
  lastname          varchar(20),\
  age               int,\
  salary            float,\
  bonus             double precision,\
  retirement_fund   int,\
  number_of_kids    smallint,\
  years_of_school   numeric(10, 2),\
  preaddr           addr_tab,\
  birthday          date,\
  number_of_pets    real,\
  comment1          raw(200),\
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  comment2          clob,\
  comment3          varchar2(200),\
  addr              ADDRESS\
)";

/* statement to create the type customer  */
static const text *const create_type_customer = (text *)
"CREATE TYPE customer AS OBJECT (\
  account       char(20),\
  aperson       REF person\
)";

/* statement to create the typed table person */
static const text *const create_table_person = (text *)
"create table person_tab of person nested table preaddr store as 
person_preaddr_table";

/* statement to create the typed table customer_tab */
static const text *const create_table_customer = (text *)
"create table customer_tab of customer";

/* statement to insert data into table customer_tab */
static const text *const insert_customer = (text *)
"insert into customer_tab values('00001', null)";

/* statement to insert data into table person_tab*/
static const text *const insert_person = (text *)
"insert into person_tab values('Sandy', 'Wood', 25, 32000, 10000, 20000, 3,\
                          15, addr_tab(),\
                          to_date('1961 08 23', 'YYYY MM DD'), 2,\
                          '1234567890', 'This is a test', 'This is a test',\
                          ADDRESS(8888, 'Fenley Road', 'CA', '91406'))";

/* statement to insert data into the nested table in person_tab */
static const text *const insert_address1 = (text *)
"insert into the (select preaddr from person_tab where\
                firstname='Sandy') values\
                (715, 'South Henry', 'ca', '95117')";
static const text *const insert_address2 = (text *)
"insert into the (select preaddr from person_tab where\
                firstname='Sandy') values\
                (6830, 'Woodley Ave', 'ca', '90416')";

/* statement to update the ref in the table customer_tab */
static const text *const update_customer = (text *)
"update customer_tab set aperson = (select ref(person_tab)\
                              from person_tab where\
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                              firstname = 'Sandy')";

/***************************************************************************
* Check the error and display the error message                            *
****************************************************************************/
static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512]; 
  sb4 errcode; 

  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    break;
  case OCI_ERROR:  /* get the error back and display on the screen */
    (void) OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %s\n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    break;
  default:
    break;
  }
}
/****************************************************************************
* Display attribute value of an object                                      *
****************************************************************************/
static void display_attr_val(envhp, errhp, names, typecode, attr_value)
OCIEnv *envhp; /* environment handle */
OCIError *errhp; /* error handle */
text *names; /* the name of the attribute */
OCITypeCode typecode; /* the type code */
dvoid *attr_value; /* the value pointer */
{
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  text           str_buf[200];
  double         dnum;
  ub4            text_len, str_len;
  OCIRaw         *raw = (OCIRaw *) 0;
  OCIString        *vs = (OCIString *) 0;
 
  /* display the data based on the type code*/
  switch (typecode)
  {
     case OCI_TYPECODE_DATE :                    /* fixed length string */
         str_len = 200;
         (void) OCIDateToText(errhp, (CONST OCIDate *) attr_value, 
                              (CONST text*)
            "Month dd, SYYYY, HH:MI A.M.",
            (ub1) 27, (CONST text*) "American", (ub4) 8,
             (ub4 *)&str_len, str_buf);
         str_buf[str_len+1] = '\0';
         (void) printf("attr %s = %s\n", names, (text *) str_buf);
         break; 
     case OCI_TYPECODE_RAW :                                /* RAW */
         raw = *(OCIRaw **) attr_value;
       (void) printf("attr %s = %s\n", names, (text *) OCIRawPtr(envhp, raw));
         break; 
     case OCI_TYPECODE_CHAR :                      /* fixed length string */
     case OCI_TYPECODE_VARCHAR :                              /* varchar  */
     case OCI_TYPECODE_VARCHAR2 :                             /* varchar2 */
         vs = *(OCIString **) attr_value;
         (void) printf("attr %s = %s\n", names, (text *) 
                     OCIStringPtr(envhp, vs));
         break; 
     case OCI_TYPECODE_SIGNED8:                            /* BYTE - sb1  */
         (void) printf("attr %s = %d\n", names, *(sb1 *) attr_value);
         break; 
     case OCI_TYPECODE_UNSIGNED8:                 /* UNSIGNED BYTE - ub1  */
         (void) printf("attr %s = %d\n", names, *(ub1 *) attr_value);
         break; 
     case OCI_TYPECODE_OCTET:                                /* OCT  */
         (void) printf("attr %s = %d\n", names, *(ub1 *) attr_value);
         break; 
     case OCI_TYPECODE_UNSIGNED16:                     /* UNSIGNED SHORT  */
     case OCI_TYPECODE_UNSIGNED32:                      /* UNSIGNED LONG  */
     case OCI_TYPECODE_REAL:                                   /* REAL    */
     case OCI_TYPECODE_DOUBLE:                                 /* DOUBLE  */
     case OCI_TYPECODE_INTEGER:                                   /* INT  */
     case OCI_TYPECODE_SIGNED16:                                /* SHORT  */
     case OCI_TYPECODE_SIGNED32:                                 /* LONG  */
     case OCI_TYPECODE_DECIMAL:                               /* DECIMAL  */
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     case OCI_TYPECODE_FLOAT:                                 /* FLOAT    */
     case OCI_TYPECODE_NUMBER:                                /* NUMBER   */
     case OCI_TYPECODE_SMALLINT:                              /* SMALLINT */
         (void) OCINumberToReal(errhp, (CONST OCINumber *) attr_value, 
                             (uword)sizeof(dnum),
                      (dvoid *) &dnum);
         (void) printf("attr %s = %f\n", names, dnum);
         break;
     default: 
         (void) printf("attr %s - typecode %d\n", names, typecode);
         break;
    }
}

/****************************************************************************
* Dump the info of any object                                               *
****************************************************************************/
static void dump_object(envhp, errhp, svchp, tdo, obj, null_obj)
OCIEnv *envhp; /* environment handle */
OCIError *errhp; /*  error handle */
OCISvcCtx *svchp; /* service handle  */
OCIType *tdo; /*  type descriptor */
dvoid *obj; /* object pointer  */
dvoid *null_obj; /* parallel null struct pointer */
{
  text           *names[50];
  text           *lengths[50];
  text           *indexes[50];
  ub2             count, pos;
  OCITypeElem         *ado;
  ub4             text_len, str_len;
  ub4             i;
  OCITypeCode  typecode;
  OCIInd          attr_null_status;
  dvoid          *attr_null_struct;
  dvoid          *attr_value;
  OCIType         *attr_tdo, *element_type;
  dvoid          *object;
  dvoid          *null_object;
  OCIType         *object_tdo;
  ub1             status;
  OCIRef *type_ref;
  text           str_buf[200];
  double         dnum;
  dvoid          *element = (dvoid *) 0, *null_element = (dvoid *) 0;
  boolean        exist, eoc, boc;
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  sb4            index;
  OCIDescribe    *dschp = (OCIDescribe *) 0, *dschp1 = (OCIDescribe *) 0;
  text           *namep, *typenamep;
  dvoid          *list_attr;
  OCIIter        *itr = (OCIIter *) 0;
  dvoid     *parmp = (dvoid *) 0, *parmdp = (dvoid *) 0, *parmp1 = (dvoid *) 0,
                 *parmp2 = (dvoid *) 0;  
  OCIRef         *elem_ref = (OCIRef *) 0;

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dschp,
                        (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0));
 
  checkerr(errhp, OCIDescribeAny(svchp, errhp, (dvoid *) tdo,
                  (ub4) 0, OCI_OTYPE_PTR, (ub1)1,
                  (ub1) OCI_PTYPE_TYPE, dschp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid *) dschp, (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                  (dvoid *)&parmp, (ub4 *)0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM, errhp));
 
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &typenamep, (ub4 *) &str_len,
                    (ub4) OCI_ATTR_NAME, (OCIError *) errhp));
  typenamep[str_len] = '\0';

  printf("starting displaying instance of type '%s'\n", typenamep);

  /* loop through all attributes in the type */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &count, (ub4 *) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS, (OCIError *) errhp));

  checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid *)&list_attr, (ub4 *)0,
                    (ub4)OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS, (OCIError *)errhp));

  /* loop through all attributes in the type */
  for (pos = 1; pos <= count; pos++)
  {

    checkerr(errhp, OCIParamGet((dvoid *) list_attr,
                       (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, errhp,
                       (dvoid *)&parmdp, (ub4) pos));
 
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                    (dvoid*) &namep, (ub4 *) &str_len,
                    (ub4) OCI_ATTR_NAME, (OCIError *) errhp));
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    namep[str_len] = '\0';
 
    /* get the attribute */
    if (OCIObjectGetAttr(envhp, errhp, obj, null_obj, tdo,
                  &namep, &str_len, 1, 
                  (ub4 *)0, 0, &attr_null_status, &attr_null_struct, 
                  &attr_value, &attr_tdo) != OCI_SUCCESS)
      (void) printf("BUG -- OCIObjectGetAttr, expect OCI_SUCCESS.\n");

    /* get the type code of the attribute */
    checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &typecode, (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_TYPECODE,
                      (OCIError *) errhp));

    /* support only fixed length string, ref and embedded object */
    switch (typecode)
    {
       case OCI_TYPECODE_OBJECT :                     /* embedded object */
           printf("attribute %s is an embedded object.
                      Display instance.... \n",
                    namep);
           /* recursive call to dump nested object data */
           dump_object(envhp, errhp, svchp, attr_tdo, attr_value, 
                            attr_null_struct);
           break; 
       case OCI_TYPECODE_REF :                        /* embedded object */
           printf("attribute %s is a ref. Pin and display instance... \n",
                     namep);
           /* pin the object */
           if (OCIObjectPin(envhp, errhp, *(OCIRef **)attr_value, 
                     (OCIComplexObject *)0, OCI_PIN_ANY, 
                     OCI_DURATION_SESSION,   OCI_LOCK_NONE, 
                     (dvoid **)&object) != OCI_SUCCESS)
             (void) printf("BUG -- OCIObjectPin, expect OCI_SUCCESS.\n");
           /*  allocate the ref  */
           if (( status = OCIObjectNew(envhp, errhp, svchp, OCI_TYPECODE_REF, 
                    (OCIType *)0, 
                    (dvoid *)0, OCI_DURATION_DEFAULT, TRUE, (dvoid **) 
                    &type_ref)) 
                    != OCI_SUCCESS)
             (void) printf("BUG -- OCIObjectNew, expect OCI_SUCCESS.\n");
           /* get the ref of the type from the object */
           if (( status = OCIObjectGetTypeRef(envhp, errhp, object, type_ref)) 
                    != OCI_SUCCESS)
             (void) printf("BUG -- ORIOGTR, expect OCI_SUCCESS.\n");
           /*  pin the type ref to get the type object */
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           if (OCIObjectPin(envhp, errhp, type_ref,  (OCIComplexObject *)0, 
                     OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION, OCI_LOCK_NONE,
                    (dvoid **)&object_tdo) !=
                     OCI_SUCCESS)
             (void) printf("BUG -- OCIObjectPin, expect OCI_SUCCESS.\n");
           /* get null struct of the object */
           if (( status = OCIObjectGetInd(envhp, errhp, object, 
                               &null_object)) != OCI_SUCCESS)
             (void) printf("BUG -- ORIOGNS, expect OCI_SUCCESS.\n");
           /* call the function recursively to dump the pinned object */
           dump_object(envhp, errhp, svchp, object_tdo, object, 
                    null_object);
       case OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION:
           checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dschp1,
                        (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0));
 
           checkerr(errhp, OCIDescribeAny(svchp, errhp, (dvoid *) attr_tdo,
                  (ub4) 0, OCI_OTYPE_PTR, (ub1)1,
                  (ub1) OCI_PTYPE_TYPE, dschp1));

           checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid *) dschp1, (ub4) 
                  OCI_HTYPE_DESCRIBE,
                  (dvoid *)&parmp1, (ub4 *)0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM, errhp));
 
           /* get the collection type code of the attribute  */
           checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp1, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &typecode, (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_COLLECTION_TYPECODE,
                      (OCIError *) errhp));
           switch (typecode)
           {
             case OCI_TYPECODE_VARRAY:                /* variable array */
               (void) printf
               ("\n---> Dump the table from the top to the bottom.\n");
               checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp1, (ub4) 
                      OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &parmp2, (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT,
                      (OCIError *) errhp));
               checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp2,
                       (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                       (dvoid*) &elem_ref, (ub4 *) 0,
                       (ub4) OCI_ATTR_REF_TDO,
                       (OCIError *) errhp));
               checkerr(OCITypeByRef(envhp, errhp, elem_ref, OCI_PIN_DEFAULT, 
                       0, &element_type));
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               /* initialize the iterator */
               checkerr(errhp, OCIIterCreate(envhp, errhp, (CONST OCIColl*) 
                       attr_value, &itr));
               /* loop through the iterator */
               for(eoc = FALSE;!OCIIterNext(envhp, errhp, itr, (dvoid **) 
                                 &element,
                                   (dvoid **)&null_element, &eoc) && !eoc;)
               {
             /* if type is named type, call the same function recursively */
                 if (typecode == OCI_TYPECODE_OBJECT)
                   dump_object(envhp, errhp, svchp, element_type, element,
                 null_element);
                 else  /* else, display the scaler type attribute */
                   display_attr_val(envhp, errhp, namep, typecode, element);
               }
               break;

             case OCI_TYPECODE_TABLE:                    /* nested table */
               (void) printf
               ("\n---> Dump the table from the top to the bottom.\n");
               /* go to the first element and print out the index*/
               checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp1, (ub4) 
                      OCI_DTYPE_PARAM,
                      (dvoid*) &parmp2, (ub4 *) 0,
                      (ub4) OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT,
                      (OCIError *) errhp));
               checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp2,
                       (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                       (dvoid*) &elem_ref, (ub4 *) 0,
                       (ub4) OCI_ATTR_REF_TDO,
                       (OCIError *) errhp));
               checkerr(errhp, OCITypeByRef(envhp, errhp, elem_ref, 
                       OCI_DURATION_SESSION,
                       OCI_TYPEGET_HEADER, &element_type));
               attr_value = *(dvoid **)attr_value;
               /* move to the first element in the nested table */
               checkerr(errhp, OCITableFirst(envhp, errhp, (CONST OCITable*) 
                            attr_value, &index));
               (void) printf
               ("     The index of the first element is : %d.\n", index);
               /* print out the element */
               checkerr(errhp, OCICollGetElem(envhp, errhp,
                                       (CONST OCIColl *) attr_value, index,
                                       &exist, (dvoid **) &element,
                                       (dvoid **) &null_element));
               /* if it is named type, recursively call the same function */
               checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmp2,
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                       (ub4) OCI_DTYPE_PARAM,
                       (dvoid*) &typecode, (ub4 *) 0,
                       (ub4) OCI_ATTR_TYPECODE,
                       (OCIError *) errhp));
               if (typecode == OCI_TYPECODE_OBJECT)
                 dump_object(envhp, errhp, svchp, element_type, 
                        (dvoid *)element, (dvoid *)null_element);
               else
                 display_attr_val(envhp, errhp, namep, typecode, element);

               for(;!OCITableNext(envhp, errhp, index, (CONST OCITable *) 
                     attr_value,
                     &index, &exist) && exist;)
               {
                checkerr(errhp, OCICollGetElem(envhp, errhp, (CONST OCIColl *)
                                         attr_value, index,
                                         &exist, (dvoid **) &element, 
                                         (dvoid **) &null_element));
                  if (typecode == OCI_TYPECODE_OBJECT)
                     dump_object(envhp, errhp, svchp, element_type, 
                           (dvoid *)element, (dvoid *)null_element);
                  else
                     display_attr_val(envhp, errhp, namep, typecode, element);
               }
               break;
                 default:
               break;
             }
           checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) dschp1, (ub4) 
                              OCI_HTYPE_DESCRIBE));
           break;
       default:   /* scaler type, display the attribute value */
           if (attr_null_status == OCI_IND_NOTNULL)
             {
              display_attr_val(envhp, errhp, namep, typecode, attr_value);
           }
           else
              printf("attr %s is null\n", namep);
           break;
    }
  }

  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) dschp, (ub4) OCI_HTYPE_DESCRIBE));
  printf("finishing displaying instance of type '%s'\n", typenamep);
}
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/****************************************************************************
* Setup the schema and insert the data                                      *
*****************************************************************************/
void setup(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  /* create the schema and populate the data */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) create_type_address,
                          (ub4) strlen((const char *) create_type_address),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) create_type_addr_tab,
                          (ub4) strlen((const char *) create_type_addr_tab),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) create_type_person,
                          (ub4) strlen((const char *) create_type_person),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                          (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) create_type_customer,
                          (ub4) strlen((const char *) create_type_customer),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) create_table_person,
                          (ub4) strlen((const char *) create_table_person),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
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                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) 
                           create_table_customer,
                          (ub4) strlen((const char *) create_table_customer),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                          (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insert_customer,
                          (ub4) strlen((const char *) insert_customer),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insert_person,
                          (ub4) strlen((const char *) insert_person),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insert_address1,
                          (ub4) strlen((const char *) insert_address1),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insert_address2,
                          (ub4) strlen((const char *) insert_address2),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) update_customer,
                          (ub4) strlen((const char *) update_customer),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
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  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
                         (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0));
}

/*******************************************************************************/ 
void select_pin_display(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  sword status = OCI_SUCCESS;
  OCIDefine *defnp;
  OCIRef *custref = (OCIRef *) 0, *per_type_ref = (OCIRef *) 0;
  OCIRef *cust_type_ref = (OCIRef *) 0;
  ub4    custsize;
  customer *cust = (customer *) 0, *custnew = (customer *) 0;
  null_customer *null_cust = (null_customer *) 0, 
                *null_custnew = (null_customer *) 0; 
  person *per = (person *) 0;
  null_person *null_per = (null_person *) 0;
  null_address *nt_null = (null_address *) 0;
  OCIType *pertdo = (OCIType *) 0, *custtdo = (OCIType *) 0;
  address *addr = (address *) 0;
  sb4 index;
  boolean exist;
  dvoid *tabobj = (dvoid *) 0;

  (void) printf("\n=============================================\n");

  /* allocate ref */
  if (( status = OCIObjectNew(envhp, errhp, svchp, OCI_TYPECODE_REF, 
                         (OCIType *)0,
                         (dvoid *)0, OCI_DURATION_DEFAULT, TRUE, 
                         (dvoid **) &per_type_ref))
                  != OCI_SUCCESS)
     (void) printf("BUG -- OCIObjectNew, expect OCI_SUCCESS.\n");
 
  /* allocate ref */
  if (( status = OCIObjectNew(envhp, errhp, svchp, OCI_TYPECODE_REF, 
                         (OCIType *)0,
                         (dvoid *)0, OCI_DURATION_DEFAULT, TRUE, 
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                         (dvoid **) &cust_type_ref))
                  != OCI_SUCCESS)
     (void) printf("BUG -- OCIObjectNew, expect OCI_SUCCESS.\n");
 
  /* define the application request */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) selref,
                          (ub4) strlen((const char *) selref),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) stmthp, (dvoid **) &defnp,
                           (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE,
                           0, (dvoid **) 0));
 
  checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defnp, errhp, (ub4) 1, (dvoid *) 0,
                   (sb4) 0, SQLT_REF, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
                   (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIDefineObject(defnp, errhp, (OCIType *) 0,
                            (dvoid **) &custref,
                            &custsize, (dvoid **) 0, (ub4 *) 0));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 0,
                         (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                         NULL, (OCISnapshot *) NULL,
                         (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  while ((status = OCIStmtFetch(stmthp, errhp, (ub4) 1,  (ub4) OCI_FETCH_NEXT,
                         (ub4) OCI_DEFAULT)) == 0)
  {
 
    (void) printf("\n-----------------------------------------\n");

    /* pin the ref and get the typed table to get to person */
    checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, custref,
                          (OCIComplexObject *)0,
                          OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION,
                          OCI_LOCK_NONE, (dvoid **) &cust));
    (void) printf("The customer account number is %s\n",
                   OCIStringPtr(envhp, cust->account));
    if (( status = OCIObjectGetInd(envhp, errhp, (dvoid *) cust, 
                               (dvoid **) &null_cust)) != OCI_SUCCESS)
    {
      (void) printf("BUG -- ORIOGNS, expect OCI_SUCCESS.\n");
    }
    else
    {
      (void) printf("null_cus = %d, null_account = %d, null_aperson = %d\n",
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                      null_cust->null_cus, null_cust->null_account,
                      null_cust->null_aperson);
    } 
    
    checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, cust->aperson,
                          (OCIComplexObject *)0,
                          OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_SESSION,
                          OCI_LOCK_NONE, (dvoid **) &per));

    if (( status = OCIObjectGetInd(envhp, errhp, (dvoid *) per, 
                               (dvoid **) &null_per)) != OCI_SUCCESS)
    {
      (void) printf("BUG -- ORIOGNS, expect OCI_SUCCESS.\n");
    }
    else
    {      
      checkerr(errhp, OCIObjectGetTypeRef(envhp, errhp, (dvoid *)per,
                          per_type_ref));
      checkerr(errhp, OCIObjectPin(envhp, errhp, per_type_ref,
                          (OCIComplexObject *)0, OCI_PIN_ANY,
                          OCI_DURATION_SESSION, OCI_LOCK_NONE,
                          (dvoid **) &pertdo));
      dump_object(envhp, errhp, svchp, pertdo, (dvoid *) per,
                          (dvoid *) null_per);     
    }
  }

  if ( status != OCI_NO_DATA )
    checkerr(errhp, status);

  (void) printf("\n\n");
}

 
/****************************************************************************
* Clean up the schema and the data                                          *
*****************************************************************************/
void cleanup(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  /*clean up the schema */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop table customer_tab",
                          (ub4) strlen((const char *)"drop table customer_tab" ),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
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  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop table 
                         person_tab",
                         (ub4) strlen((const char *)"drop table person_tab" ),
                         (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop type customer",
                          (ub4) strlen((const char *)"drop table customer" ),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop type person",
                          (ub4) strlen((const char *)"drop table person" ),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop type addr_tab",
                          (ub4) strlen((const char *)"drop table addr_tab" ),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) "drop type address",
                          (ub4) strlen((const char *) "drop type address"),
                          (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1,
                          (ub4) 0, (OCISnapshot *)
                          NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
 
  checkerr(errhp, OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0));
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}

/**********************************************************************/ 
int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIStmt *stmthp;
  dvoid *tmp;

  /* initialize the process */
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT,
                (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );

  /* initialize the environmental handle */
  (void) OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );

  /* get the error handle */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp,
                   (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                   52, (dvoid **) &tmp);

  /* two server contexts */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp,
                   (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  /* attach the server*/
  (void) OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) "", (sb4) 0, (ub4) 
                           OCI_DEFAULT);

  /* get the service handle */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,
                   (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   52, (dvoid **) &tmp);

  /* set attribute server context in the service context */
  (void) OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                    (dvoid *) srvhp, (ub4) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);

  /*  get the user handle */
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp,
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               (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, 0, (dvoid **)0);

  /*  set the attribute user name */
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
              (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"),
              (ub4)OCI_ATTR_USERNAME, errhp);

  /* set the attribute password */
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
              (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"),
              (ub4)OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);

  /* authenticate*/
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 
                              OCI_DEFAULT));

  /* set the attribute user context of the service handle */
  (void) OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
              (dvoid *)usrhp, (ub4)0,
              (ub4)OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* get the statement handle */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
           (ub4) OCI_HTYPE_STMT, 50, (dvoid **) &tmp));

  (void) printf("\n*********************************************\n");
  (void) printf("--- Setup the schema and insert the data.\n");
  setup(envhp, svchp, stmthp, errhp); 

  (void) printf("\n*********************************************\n");
  (void) printf("--- Select a REF, pin the REF, then display the object.\n");
  select_pin_display(envhp, svchp, stmthp, errhp); 

  (void) printf("\n*********************************************\n");
  (void) printf("--- Clean up the schema and the data.\n");
  cleanup(envhp, svchp, stmthp, errhp); 

  checkerr(errhp, OCISessionEnd (svchp, errhp, usrhp, OCI_DEFAULT));

  /* 切断 */
  (void) OCIServerDetach( srvhp, errhp, (ub4) OCI_DEFAULT );
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) stmthp, (ub4) OCI_HTYPE_STMT));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR));
  checkerr(errhp, OCIHandleFree((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER));

  return (0);
}
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E
OCI関数のサーバーとの通信の往復

この付録では、さまざまな OCIコール中に起こるサーバーとの通信の往復の情報を提供しま
す。 この情報は、プログラマがアプリケーションで特定の作業を実行するために最も効率的
な方法を判断するのに役立ちます。

この付録には、次の節があります。

■ 概要

■ LOB関数による通信の往復

■ オブジェクトおよびキャッシュ関数による通信の往復

■ 記述操作による通信の往復

■ データ型のマップおよび操作関数による通信の往復

■ その他のローカル機能
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概要
この付録では、さまざまな OCIコール中に起こるサーバーとの通信の往復の情報を提供しま
す。 この情報は、アプリケーションで特定の作業を実行するための最も効率的な方法を判断
するのに役立ちます。

LOB関数による通信の往復
表 E–1に、各 OCILob*()コールにおけるサーバーとの通信の往復を示します。 表の後に、読
込みおよび書込みコールに関する情報を記載します。

OCILobRead()
必要な通信の往復回数は、コールの使用方法によって異なります。

表 E–1 OCILob*()コールにおけるサーバー往復

関数 サーバーとの通信の往復の回数

OCILobAppend() 1

OCILobAssign() 0 

OCILobCharSetForm() 0 

OCILobCharSetId() 0 

OCILobCopy() 1 

OCILobDisableBuffering() 0 

OCILobEnableBuffering() 0 

OCILobErase() 1 

OCILobFileClose() 1 

OCILobFileCloseAll() 1 

OCILobFileExists() 1 

OCILobFileGetName() 0 

OCILobFileIsOpen() 1 

OCILobFileOpen() 1 

OCILobFileSetName() 0 

OCILobFlushBuffer() この LOBのバッファにある変更ページごとに 1 

OCILobGetLength() 1 

OCILobIsEqual() 0 

OCILobLoadFromFile() 1 

OCILobLocatorIsInit() 0 

OCILobTrim() 1
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■ コールバックを行わないポーリング・モードでは、1回の OCILobRead()コールにつき 1
往復。

■ コールバックを行うポーリング・モードでは、1往復が必要となり、次にすべてのデー
タが読み込まれるまでコールバック関数がコールされます。

■ 入力バッファを使用してデータを 1まとめにして読み込む場合、1往復が必要です。

OCILobWrite()
必要な通信の往復回数は、コールの使用方法によって異なります。

■ コールバックを行わないポーリング・モードでは、1回の OCILobWrite()コールにつき 1
往復。

■ コールバックを行うポーリング・モードでは、1往復が必要となり、次に、すべての
データが書き込まれるまでコールバック関数がコールされます。

■ 入力バッファを使用してデータを 1まとめにして書き込む場合、1往復が必要です。
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オブジェクトおよびキャッシュ関数による通信の往復
表 E–2に、オブジェクトおよびキャッシュ関数に必要なサーバーとの通信の往復の回数を示
します。 これらは、キャッシュが「ウォーム」状態にあるときの値です。つまり、アプリ
ケーションに必要な型記述子オブジェクトがロードされていることを想定しています。

表 E–2 オブジェクトおよびキャッシュ関数のサーバーとの通信の往復

関数 サーバーとの通信の往復の回数

OCIObjectNew() 0

OCIObjectPin() 1。必要なオブジェクトがすでにキャッシュにあ
る場合は、0。

OCIObjectUnpin() 0

OCIObjectPinCountReset() 0

OCIObjectLock() 1

OCIObjectMarkUpdate() 0

OCIObjectUnmark() 0

OCIObjectUnmarkByRef() 0

OCIObjectFree() 0

OCIObjectMarkDelete() 0

OCIObjectMarkDeleteByRef() 0

OCIObjectFlush() 1

OCIObjectRefresh() 1

OCIObjectCopy() 0

OCIObjectGetTypeRef() 0

OCIObjectGetObjectRef() 0

OCIObjectGetInd() 0

OCIObjectExists() 0

OCIObjectIsLocked() 0

OCIObjectIsDirty() 0

OCIObjectPinTable() 1

OCIObjectArrayPin() 1

OCICacheFlush() 1

OCICacheRefresh() 1

OCICacheUnpin() 0

OCICacheFree() 0

OCICacheUnmark() 0
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記述操作による通信の往復
OCIDescribeAny()および OCIAttrGet()、OCIParamGet()に必要なサーバーとの通信の往復の回
数を表 E–3に示します。

表 E–3 記述操作のサーバーとの通信の往復

関数 サーバーとの通信の往復の回数

OCIDescribeAny() 型記述子オブジェクトの REF取得のために 1往復

OCIAttrGet() 型オブジェクトがオブジェクト・キャッシュにない場合、型を
記述するために 2往復 

各収集要素または各型属性、メソッド、メソッド引数記述子用
に 1往復が必要で、 収集要素、または型属性、メソッド引数で
OCI_ATTR_TYPE_NAMEか OCI_ATTR_SCHEMA_NAMEを使
用している場合、さらに 1往復が必要です。 

最初の OCIAttrGet()コールの後で、オブジェクト・キャッシュ
に記述されるすべての型オブジェクトがすでにある場合は、0で
す。

OCIParamGet() 0
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データ型のマップおよび操作関数による通信の往復
データ型のマップおよび操作関数による通信の往復回数を表 E–4に示します。 表内のアスタ
リスクは、特定の接頭辞を持つすべての関数のサーバー往復回数が同じになることを示しま
す。 たとえば、OCINumberAdd()および OCINumberPower()、OCINumberFromText()では、
サーバーとの通信の往復はすべて 0となります。

表 E–4 データ型操作関数のサーバーとの通信の往復

関数  サーバーとの通信の往復の回数

OCINumber*() 0

OCIDate*() 0

OCIString*() 0

OCIRaw*() 0

OCIRef*() 0

OCIColl*() 0。収集がキャッシュにロードされていない場合は 1。

OCITable*() 0。ネステッド・テーブルがキャッシュにロードされていない場
合は 1。

OCIIter*() 0。収集がキャッシュにロードされていない場合は 1。
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その他のローカル機能
次の関数はローカルであるため、サーバーとの通信の往復は必要ありません。

表 E–5 ローカルに処理される関数

ローカル関数名 注意

OCIAttrGet()

OCIAttrSet()

OCIBindByName()

OCIBindByPos()

OCIBindDynamic()

OCIBindObject()

OCIBindArrayOfStruct()

OCIDefineByPos()

OCIDefineDynamic()

OCIDefineArrayOfStruct()

OCIDefineObject()

OCIDescriptorAlloc()

OCIDescriptorFree()

OCIEnvInit()

OCIErrorGet()

OCIHandleAlloc()

OCIHandleFree()

OCILdaToSvcCtx()

OCISvcCtxToLda()

OCIStmtGetBindInfo()

OCIStmtPrepare()

OCIStmtGetBindInfo()

OCIStmtPrepare()

OCIStmtFetch() プリフェッチされた行を取り出す場合はロー
カル
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F
Oracle8 OCI新機能

この付録では、Oracle8 OCIの新機能について詳しく説明します。 これは、第 1章の「概要お
よび新機能」の内容を補足するものです。この章は、次の節で構成されています。

■ 概要

■ Oracle8 OCI拡張機能

■ OCI新機能の利点
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概要
Oracle Call Interface（OCI）はアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）
です。これにより、アプリケーションの開発者は第 3世代言語のネイティブ・プロシージャ
または関数コールを使って Oracleデータベース・サーバーにアクセスし、SQL文の実行段階
すべてを制御することができます。 OCIには、標準のデータベース・アクセス関数とデータ
ベース検索関数のライブラリが、アプリケーションによってリンクできる動的実行時ライブ
ラリ（OCILIB）の形で用意されています。 このため、3GLプログラムの中に SQLまたは PL/
SQLを埋め込む必要がありません。 OCIは、C、C++、COBOL、FORTRANなどの第 3世代
言語のデータ型およびコール規則、構文、セマンティクスをサポートしています。 Javaもサ
ポートする計画です。

Oracleコール・インタフェースによって、プログラマは次のような利点を得られます。

■ プログラムの実行に対する最大限の制御が提供される。

■ 使い慣れた 3GLプログラミング手法やアプリケーション開発ツール（ブラウザやデバッ
ガなど）が使用できる。

■ 動的 SQL（メソッド 4）をサポートしている。

■ すべての Oracleプログラム・インタフェースの広範なプラットフォームで OCIを使用で
きる。

Oracle8 OCI拡張機能
Oracle8 OCIには大きく 2つのカテゴリに分割できる多数の新機能があります。 

■ カプセル化された明確でないインタフェース

■ 簡素化されたユーザー認証とパスワード管理

■ アプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティを向上させる拡張機能

■ トランザクション管理用の一貫したインタフェース

■ Oracle8のオブジェクトへのクライアント側アクセスをサポートする OCI拡張機能

■ Oracleアドバンスト・キューイングに対する OCIサポート

カプセル化された明確でないインタフェース
Oracle8 OCIで使用するすべてのデータ構造は、ハンドルと呼ばれる明確でないインタ
フェースの形でカプセル化されています。 ハンドルは、OCILIBによって割り当てられる記憶
領域を指す明確でないポインタです。この記憶領域には、SQL文または PL/SQL文に関する
コンテキスト情報、接続情報、エラー情報またはバインド情報が入っています。 クライアン
トは特定の型のハンドルを割り当て、慎重に定義されたインタフェースでこれらのハンドル
にデータを挿入し、これらのハンドルを使用してサーバーに要求を送ります。 アプリケー
ションはアクセス関数を使用して、ハンドルに含まれている特定の情報にアクセスできま
す。 Oracle8 OCIライブラリは、ハンドルの階層を管理します。 これらのハンドルを使用して
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OCIインタフェースをカプセル化することで、アプリケーション開発者は次のような利点が
得られます。

■ サーバー側で保有する必要のある状態情報の量が削減されるため、サーバー側のメモ
リー使用量が削減できる。

■ グローバル変数が不要になり、エラー報告作業が容易になり、一貫性のある方法で OCI
変数にアクセスして使用できるので、アプリケーション開発者の生産性が向上する。

■ ハンドルの形で OCIの構造体をカプセル化することで、アプリケーション開発者から
OCIの構造体が見えにくくなるので、アプリケーションに影響を与えずに基本的な構造
体を変更できる。

簡素化されたユーザー認証とパスワード管理
次に示す 2つの Oracle8 OCI機能により、アプリケーションの開発者はそのユーザー認証お
よびパスワード管理を簡素化することができます。（i）1つの OCIアプリケーションで複数
のユーザーを認証しメンテナンスできる。（ii）アプリケーションでユーザーのパスワードを
更新できる。後者の機能は特に、認証を行おうとして期限切れパスワードのメッセージが戻
されたような場合に便利です。 

Oracle8 OCIは、次に示す 2つのタイプのログイン・セッションをサポートしています。

■ シングル・ユーザーがログイン名とパスワードを使用してデータベースに接続するセッ
ションでは、簡素化されたログイン機能が提供されます。

■ ログイン・セッション（ユーザーが Oracleデータベースにログインするときに作成され
るセッション）をユーザー・セッション（ユーザーが作成するその他すべてのセッショ
ン）から切り離すことによって、1つの OCIアプリケーションで複数のセッションを認
証し 管理できる設定をサポートしています。 これは、Oracle 7.3との大きな違いです。
Oracle 7.3では、ユーザーがデータベースにログインして新しいトランザクションを開
始することによってセッションを暗黙的に作成します（セッション・クローニングと呼
ばれるプロセス）。 Oracle 7.3のこれらの「ユーザー」セッションは、権限およびセキュ
リティ・コンテキストをログイン・セッションから承継しています。 Oracle8 OCIでは、
各ユーザー・セッションに対して必要な認証情報をすべてクライアントが提供する必要
があります。 これにより、1つの OCIアプリケーションで複数のユーザーがサポートさ
れます。

アプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティを向上させる拡張機
能

Oracle8 OCIはいくつかの拡張機能によって、アプリケーションのパフォーマンスとスケー
ラビリティを向上させています。 アプリケーションのパフォーマンス向上を実現するために
クライアントとサーバー間の往復回数を減らし、スケーラビリティを改善するために、サー
バー側で保持する必要がある状態情報の量を削減しています。 次のような機能があります。

■ クライアント側の処理を増加して、サーバー側の処理を削減。
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■ SELECT文の結果セットを暗黙的にプリフェッチして、記述の往復を除去。

■ オープン・カーソルとクローズ・カーソルの往復を除去。

■ マルチスレッド環境に対するサポートを改善。

トランザクション管理用の一貫したインタフェース
Oracle8 OCIは、さまざまな構成に対応する 1つの統合インタフェースで、トランザクショ
ン管理能力を向上させています。 主な改善点は次のとおりです。

■ 標準の 2層クライアント /サーバー構成、サーバー /サーバー間のトランザクション調
整、3層 TPモニター構成などのさまざまな構成を、一貫した方法でサポート。

■ XAインタフェースの TM_JOIN操作のサポートなど、ローカルおよびグローバルなトラ
ンザクションに対する一貫性のあるサポート。

■ 複数ユーザーの接続およびプロセス、セッションを dblink接続上に集中し、グローバ
ル・トランザクションの各分岐に対して別々のセッションを作成する必要をなくして、
スケーラビリティを向上。

■ クライアントが異なるユーザーを認証して、ユーザーに代わってトランザクションを開
始できる。

Oracle8 OCIオブジェクトのサポート 
Oracle8 OCIは、Oracle8 Serverのオブジェクト機能を使おうと考えているプログラマにとっ
ては最も包括的なアプリケーション・プログラミング・インタフェースです。 これらの機能
は、主に次の 5つに分類できます。 

■ クライアント側オブジェクト・キャッシュ

■ オブジェクトのランタイム環境

■ オブジェクトにアクセスして操作する、アソシエイティブ（関連付け）インタフェース
とナビゲーショナル・インタフェース

■ Oracleデータベース内のオブジェクト型に関する情報にアクセスする、型管理関数

■ Oracle8の型のデータ属性を操作する、型マッピングおよび操作関数

■ 内部 Oracle8スキーマ情報をクライアント側言語バインド変数にマップする、オブジェ
クト型トランスレータ・ユーティリティ

クライアント側オブジェクト・キャッシュ
オブジェクト・キャッシュは、オブジェクトのルックアップとメモリー管理のサポートを提
供するクライアント側メモリー・バッファです。 オブジェクト・キャッシュは、OCIアプリ
ケーションによってサーバーからクライアント側にフェッチされた オブジェクト・インスタ
ンスを格納し、追跡します。 オブジェクト・キャッシュは、OCI環境を初期化するときに作
成されます。 同じサーバーに対して動作している複数のアプリケーションは、それぞれ独自
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のオブジェクト・キャッシュを持ちます。 キャッシュは、メモリーに現在格納されているオ
ブジェクトを追跡し、オブジェクトに対する参照を管理し、自動オブジェクト・スワッピン
グを管理し、オブジェクトに関するメタ属性または型情報を追跡します。 キャッシュは、
OCIアプリケーションに次の機能を提供します。

■ オブジェクトをフェッチしたり操作するのに必要なクライアントとサーバー間の往復回
数を減らして、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。

■ クライアント側キャッシュからのオブジェクト・スワッピングをサポートして、スケー
ラビリティを向上させます。

■ オブジェクト・レベルのロックをサポートして、並行性を向上させます。

アソシエイティブ（関連付け）インタフェースとナビゲーショナル・イン
タフェース
アプリケーションで Oracle8 OCIを使っている場合、次の 2種類のインタフェースを介して
Oracle8 Serverのオブジェクトにアクセスすることができます。（i）SQL SELECT文および
INSERT文、UPDATE文の使用。（ii）対応するスマート・ポインタまたは REFをトラバース
しクライアント側キャッシュでオブジェクトにアクセスする C型「ポインタ追跡」方式を使
用。

■ Oracle8 OCIには、SQLの SELECT文および INSERT文、UPDATE文を使用してオブジェ
クトの操作をサポートする、拡張機能付きの関数があります。 

■ Oracle8のオブジェクトにアクセスするために、これらの SQL文は関係表にアクセスす
るときのような一貫性のあるステップを使用します。 

■ Oracle8 OCIには、SQL文を使用してオブジェクトにアクセスするのに必要な関数とし
て、次に示す 4つの関数セットがあります。

– オブジェクト型のインスタンスと参照を SQL文の入力 /出力変数としてバインド /
定義する関数。

– オブジェクト型のインスタンスと参照を含む SQL文を実行する関数。

– オブジェクト型のインスタンスと参照をフェッチする関数。

– Oracle8オブジェクト型の選択リスト項目を記述する関数。

■ さらに、Oracle8 OCIには C型「ポインタ追跡」方式を使った関数セットがあり、対応す
るスマート・ポインタまたは REFをトラバースすることで、クライアント側キャッシュ
にフェッチされたオブジェクトにアクセスすることができます。 この「ナビゲーショナ
ル・インタフェース」の関数を使うと、次のような操作を行うことができます。

– 参照可能な持続的なオブジェクトのコピーをインスタンシエートする。つまり、そ
のスマート・ポインタまたは REFを確保することで、クライアント側キャッシュに
オブジェクト IDを持つ持続的なオブジェクトのコピーをインスタンシエートしま
す。 
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– 1つのオブジェクトから別のオブジェクトを指す REFをトラバースすることで、相
互に接続した一連のオブジェクトをトラバースする。 

– オブジェクトの属性の値を動的に取得および設定する。 

オブジェクトのランタイム環境
Oracle8 OCIが提供するオブジェクトのランタイム環境には、クライアント側で Oracle8オブ
ジェクトを使用する方法を管理する関数があります。 これらの関数を使用して、次の操作を
行うことができます。

■ Oracle8 Serverに接続して、Oracle8のオブジェクト機能（セッションの初期化、データ
ベース・サーバーへのログオン、接続の登録など）を利用する。 

■ クライアント側オブジェクト・キャッシュをセットアップして、そのパラメータを調整
する。 

■ エラーと警告メッセージを取得する。 

■ サーバー内のオブジェクトにアクセスするトランザクションを制御する。 

■ SQLを使用して関連付けによってオブジェクトにアクセスする。 

■ パラメータまたは結果が Oracle型のシステム型であるような PL/SQLプロシージャまた
は関数を記述する。 

型管理関数および型マッピング関数、型操作関数
Oracle8 OCIには、Oracle8オブジェクトを処理する 2つの関数のセットが用意されています。 

■ 型マップ関数。これにより、サーバーで内部 Oracle8データ型として表現される Oracle8
スキーマの属性（Oracleの数値、日付、文字列型など）を、アプリケーションによって
それぞれの対応するホスト言語型（整数、月、日など）にマップすることができます。

■ 型操作関数。この関数によって、ホスト言語アプリケーションは、Oracle8スキーマの
個々の属性を操作できます。たとえば、属性値を設定 /取得したり、属性値をサーバー
にフラッシュすることができます。

さらに、OCIDescribeAny()関数により、データベースに保存されたオブジェクトについての
情報が提供されます。

オブジェクト型トランスレータ
オブジェクト型トランスレータ (OTT)・ユーティリティは、Oracle8のオブジェクト型に関す
るスキーマ情報を、クライアント側の言語バインディングに変換します。 つまり、Oracle8 
OTTは、型情報をホスト言語変数（構造体およびクラス）の宣言に変換します。 OTTは、
Oracle8スキーマ・オブジェクト（Oracle8データ・ディクショナリ）のメタデータ情報を含
む Intypeファイルを取り、オブジェクト・スキーマに対して実行する Cアプリケーションに
Outtypeファイルと必要なヘッダー /インプリメンテーション・ファイルを生成します。 OTT



OCI新機能の利点

                                                                    Oracle8 OCI新機能 F-7

が生成したコードを、OCIアプリケーション（および Pro*Cプリコンパイラ）に含めること
ができます。 OTTには、次に示すように多くの利点があります。

アプリケーションの開発者の生産性を向上させる : OTTを利用することで、スキーマ・オブ
ジェクトに対応するホスト言語変数を手書きで書き込む必要がなくなります。

SQLを選り抜きのデータ定義言語（DDL）として維持する : OTTを使うと SQLで作成され
た Oracle8スキーマ・オブジェクトがホスト言語変数に自動的にマップされるため、SQLを
選り抜きのデータ定義言語（DDL）として使用することができます。 これにより Oracle8は、
業界全体をとおして一貫性のあるユーザー・データ・モデルをサポートすることができるよ
うになります。

オブジェクト型のスキーマ展開を手助けする : Oracle8アプリケーションでスキーマ展開がサ
ポートされるようにスキーマを変更したとき、#includeファイルを再生成することができま
す。

通常は、intypeファイルおよび outtypeファイル、特定のデータベース接続を指定して、OTT
をコマンド行から呼び出します。 Oracle8では、OCIプログラムまたは Pro*Cプリコンパイ
ラ・プログラムで使用できる C構造体だけを OTTで生成できます。

Oracleアドバンスト・キューイングに対する OCIサポート
OCIには、Oracle8のアドバンスト・キューイング機能に対するインタフェースが備わって
います。 Oracle AQ（Oracleアドバンスト・キューイング）では、Oracleサーバーの統合部分
としてメッセージ・キューイングが提供されます。 Oracle AQのこの機能性は、キューイン
グ・システムをデータベースと統合し、メッセージ使用可能データベースを作成することで
実現されています。Oracle AQのこのような統合機能によって、アプリケーションの開発者
は、メッセージ送信構造の組み立てに時間を割かれることなく、特定のビジネス・ロジック
に尽力することができます。 

OCIアドバンスト・キューイング機能の詳細は、7-39ページの「OCIおよびアドバンスト・
キューイング」を参照してください。

OCI新機能の利点
新しい OCIの拡張機能には、次の利点があります。

■ Oracle8オブジェクトの包括的なサポート

■ アプリケーションのパフォーマンスの向上

■ スケーラビリティの向上。アプリケーション拡張性が向上します。

■ 既存アプリケーションの容易な移行

これらの利点について次に説明します。
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Oracle8オブジェクトの包括的なサポート
前述したように、OCIはすべてのプログラム・インタフェースの Oracle8オブジェクトを最
も包括的にサポートし、クライアント側の Oracle8オブジェクト型をアクセスおよび変更、
操作する高度なプログラム・インタフェースを提供します。 さらに、OCIの多くのツールと
機能によって、Oracle8のオブジェクトを使用するアプリケーションを作成する開発者の生
産性が飛躍的に向上します。

アプリケーションのパフォーマンスの向上
Oracle8 OCIは、次に示す 3つの方法でクライアントとサーバー間の往復回数を減らして、
アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。 

■ Oracle8 OCIには根本的にカーソルの概念がないため、カーソルをオープンおよびクロー
ズするためのコールは必要ありません。

■ Oracle8 OCIでは SELECT文の結果セットが暗黙のうちにプリフェッチされるため、記述
操作の往復が排除されています。

■ また、Oracle8オブジェクトで作業しているときのクライアントとサーバー間の往復回数
も、Oracle8 OCIを使えば次のように削減されます。（i）クライアント側キャッシュが使
われることで、アプリケーションではフラッシュまたはリフレッシュ操作を使ってクラ
イアントからサーバーへそしてサーバーからクライアントへといった 1往復で複数のオ
ブジェクトを更新することができる。（ii）複合オブジェクト検索メカニズムの透明なが
らも設定可能なアプローチにより、接続されているオブジェクトをサーバーから 1往復
でプリフェッチすることができる。

スケーラビリティの向上
Oracle8 OCIを使うように書き込まれたアプリケーションには、すばらしい拡張性が備わっ
ています。これは、Oracle8 OCIがサーバー側メモリーの使用を削減し、同時のトランザク
ションをプールする機能を備え、マルチスレッド環境のサポート改善を実現しているからで
す。 

■ Oracle8 OCIではハンドルを使いますが、これにより多くの処理をクライアント側で実行
できるようになり、サーバーに保存されるべき状態情報の量を著しく削減することがで
きます。 これにより、サーバー側のメモリー使用量が大幅に減り、アプリケーションの
スケーラビリティが向上します。 

■ Oracle8 OCIによって、複数の並行トランザクションをサーバーに対する 1つの接続上に
プールすることができます。 これによって、クライアントとサーバー間で必要な接続数
が大幅に減少します。 このため、Oracle8 OCIを使用する 3層アーキテクチャのスケーラ
ビリティが向上します。

既存アプリケーションの容易な移行
OCIは、多くの機能によって性能が飛躍的に向上しています。また、Oracle7 OCI（バージョ
ン 7のクライアント）と Oracle8（サーバー）の相互運用性、および Oracle8 OCI（バージョ
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ン 8のクライアント）と Oracle7（サーバー）の相互運用性があるので、Oracle7 OCIで機能
するように書かれているアプリケーションを、Oracle8 OCIに容易に移行できます。 具体的に
は次のようになります。

■ Oracle7 OCIを使用するアプリケーションに何も変更を加えないで、Oracle8 Serverで使
用できます（リリース 7.3 OCIのすべてのファンクション・コールは、Oracle8 Serverで
機能します）。

■ Oracle8 OCIを使用するアプリケーションは、OCIまたはサーバーのオブジェクト機能を
使用しなければ、Oracle7 Serverで機能します。

■ Oracle7 OCIのコールと Oracle8 OCIのコールを、文の中で併用しなければ、同じアプリ
ケーションおよび同じトランザクションの中で併用できます。 

このため、既存の Oracle7 OCIアプリケーションを移行するユーザーは、次に示す 3つの方
法を選択できます。 

■ このまま Oracle7 OCIクライアントを使用する : Oracle7 OCIアプリケーションは、特に
変更しなくても今までどおり Oracle8 Serverに対して使うことができます。

■ アプリケーションを変更することなくOracle8 OCIクライアントにアップグレードする : 
Oracle7 OCIクライアントを Oracle8 OCIクライアントにアップグレードする場合、
OCILIBの新バージョンに再リンクさえすれば、アプリケーションを再コンパイルする
必要はありません。 再リンクした Oracle7 OCIアプリケーションは、何も変更を加えな
い状態で Oracle8 Serverで機能します。

■ アプリケーションを変更して Oracle8 OCIクライアントにアップグレードする : 新しい
OCIの持つパフォーマンスおよび拡張性といった利点を利用するのであれば、新しい
OCIコールが使えるように既存のアプリケーションを変更し、それを新しい OCILIBと
再リンクして Oracle8 Serverに対して実行する必要があります。

また、Oracle8 Serverのオブジェクト機能を使用する必要があるアプリケーション開発者は、
Oracle8 OCIを使用するようにクライアントをアップグレードする必要があります。

アプリケーションの拡張性の向上
Oracle8 OCIで使用するすべてのデータ構造は、ハンドルと呼ばれる明確でないインタ
フェースの形でカプセル化されています。 この OCIインタフェースのカプセル化により、ア
プリケーションに影響を与えることなく、基礎となるデータ構造を変更することができま
す。 たとえば、現在データベースにより提供され OCIの APIを介して具体化されているサー
ビスの中には、将来アプリケーション・サーバーによって提供されるようになるものも出て
くるかもしれません。 OCIの不透明ハンドルを使っているアプリケーションでは、これらの
サービスを将来アプリケーション・サーバーからアクセスすることになっても、重大な変更
を行う必要はありません。つまり、アプリケーションは容易に拡張できるようになっていま
す。
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