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はじめにはじめにはじめにはじめに

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により、プログラムでは、SQL文処理やオブジェクト操作など、Oracle
データベース・サーバーで可能なデータベース操作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の目的このマニュアルの目的このマニュアルの目的
このマニュアルでは、OCIを使用したアプリケーションを開発するための基礎を解説しま
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の概要

■ 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。

■ OCIファンクション・コールの説明およびその構文情報とパラメータ説明

■ OCIハンドル属性のリスト

■ Oracleインストレーションに用意されている重要な OCIサンプル・プログラムのリスト

■ 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このマニュアルの対象このマニュアルの対象このマニュアルの対象
『Oracle8i 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、『Oracle8i SQLリファレンス』および『Oracle8i管理者ガイド』を参照して
ください。Oracle基本概念の詳細は、『Oracle8i概要』を参照してください。

サポートされている機能とその可用性サポートされている機能とその可用性サポートされている機能とその可用性サポートされている機能とその可用性
『Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』には、Oracle8i製品および
Oracle8i Enterprise Edition製品の機能と機能性についての情報が記載されています。
Oracle8iおよび Oracle8i Enterprise Editionは、共通の基本機能を備えています。ただし、
オブジェクト・オプションなどいくつかの高度な機能は、Enterprise Editionだけに備えられ
ています。 
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カートリッジ・サービス、および OCIコールを使用したカートリッジの開発方法の詳細は、
『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照してください。

このマニュアルの使い方このマニュアルの使い方このマニュアルの使い方このマニュアルの使い方
『Oracle8i 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

第第第第 1 部部部部

このマニュアルの第 1部（第 1章～第 9章）では、Oracleデータベース内のリレーショナ
ル・データにアクセスできるスケーラブルなアプリケーション・ソリューションを作成する
ための、OCIを使用したプログラミング方法の概念を説明します。また、OCIプログラミン
グの基本と、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に
ついて説明します。

第第第第 2 部部部部

第 2部（第 10章～第 14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、Oracle Serverを
介したオブジェクトの取出しおよび操作方法を説明します。

Vol.2

第第第第 3 部部部部

第 3部（第 15章～第 18章）では、Oracle OCIライブラリにある OCIファンクション・
コールをリストします。 

第第第第 4 部部部部

第 4部（付録 A～付録 C）では、OCIプログラミングの追加リファレンス情報について説明
します。

このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方
多数の 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、第 1
部の基本概念を読んでください。

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。
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OCI関数の構文やハンドル属性の説明などのリファレンス情報は、Vol.2の第 3部および第
4部を参照してください。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
『Oracle8i 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

第第第第 1 部部部部 : OCIの基本概念の基本概念の基本概念の基本概念

第第第第 1 章章章章「「「「概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード」」」」
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。

第第第第 2 章章章章「「「「OCIプログラミングの基本プログラミングの基本プログラミングの基本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。

第第第第 3 章章章章「「「「データ型データ型データ型データ型」」」」
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。

第第第第 4 章章章章「「「「SQL文の処理」文の処理」文の処理」文の処理」
この章では、Oracle OCIを使用する SQL文のステップについて説明します。

第第第第 5 章章章章「バインディングと定義」「バインディングと定義」「バインディングと定義」「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。

第第第第 6 章章章章「スキーマ・メタデータの記述」「スキーマ・メタデータの記述」「スキーマ・メタデータの記述」「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。

第第第第 7 章章章章「「「「LOBおよびおよびおよびおよび FILE操作操作操作操作」」」」
この章では、LOB、FILEおよびテンポラリ LOBデータ型の OCIサポートについて説明しま
す。
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第第第第 8 章章章章「「「「スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理」」」」
この章では、パスワード管理、セッション管理およびスレッド・セーフティについて説明し
ます。

第第第第 9 章章章章「「「「OCIプログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用」」」」
この章では、ユーザー・コールバック、パブリッシュ -サブスクライブの通知、ダイレク
ト・パス・ロードなど、より洗練された OCIプログラミングのトピックについて説明しま
す。

第第第第 2 部部部部 : OCIオブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念

第第第第 10 章章章章「「「「OCIオブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナル ・プログラミング・プログラミング・プログラミング・プログラミング」」」」
この章では、OCIを使用して Oracleデータベース・サーバー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。

第第第第 11 章章章章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」「オブジェクト・リレーショナル・データ型」「オブジェクト・リレーショナル・データ型」「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。

第第第第 12 章章章章「オブジェクト・アプリケーションでの「オブジェクト・アプリケーションでの「オブジェクト・アプリケーションでの「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」バインディングおよび定義」バインディングおよび定義」バインディングおよび定義」
この章では、Oracle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。

第第第第 13 章章章章「「「「オブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよび オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション」」」」
この章では、OCIを使用して Oracleデータベース・サーバー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。

第第第第 14 章章章章「「「「オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法」」」」
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

第第第第 3 部部部部 : OCIリファレンスリファレンスリファレンスリファレンス

第第第第 15 章章章章「「「「OCIリレーショナル関数」リレーショナル関数」リレーショナル関数」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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第第第第 16 章章章章「「「「OCIナビゲーショナル関数と型関数」ナビゲーショナル関数と型関数」ナビゲーショナル関数と型関数」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。

第第第第 17 章章章章「「「「OCIデータ型マッピング関数および操作関数」データ型マッピング関数および操作関数」データ型マッピング関数および操作関数」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。

第第第第 18 章章章章「「「「OCI外部プロシージャ関数」外部プロシージャ関数」外部プロシージャ関数」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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : NLS環境に適用される OCI関数の詳細は、『Oracle8i NLSガイド』を参照してく
ださい。カートリッジ・サービスに適用される OCI関数の詳細は、『Oracle8iデータ・カー
トリッジ開発者ガイド』を参照してください。

第第第第 4 部部部部 : 付録付録付録付録

付録付録付録付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」「ハンドルおよび記述子の属性」「ハンドルおよび記述子の属性」「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。

付録付録付録付録 B「「「「OCIデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラム」」」」
この付録では、Oracleインストレーションに用意されている重要な OCIデモ・プログラム
のリストを示します。 

付録付録付録付録 C「「「「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ」」」」
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。

このマニュアルの表記規則このマニュアルの表記規則このマニュアルの表記規則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。

|
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。
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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イタリックイタリック
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。

大文字大文字大文字大文字
大文字は、SELECTや UPDATEなどの SQLまたは PL/SQLのキーワードに使用されます。
SQLおよび PL/SQLの Oracleキーワードまたは予約語のリストを確認するには、『Oracle8i 
SQLリファレンス 』および『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。

太字太字太字太字
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。

注意注意注意注意 : この注意注意注意注意フラグは、一般的な問題を回避するため、または概念の理解を深めるた
めに、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アップグレードの注意アップグレードの注意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
OCI リリース 8と OCI リリース 7.x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。

警告警告警告警告 : 警告警告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
マが注意を払うべき事項です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 関連項目関連項目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記載さ
れている、このマニュアル内の他の項または他のドキュメントを示しています。
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第第第第 I部部部部
OCIの基本概念の基本概念の基本概念の基本概念

このガイドの第 1部には、OCIプログラミングの基本概念を説明した章が含まれています。

■ 第 1章の「概要、新機能およびアップグレード」では、OCIの概要を説明し、リリース
8iの新機能について説明します。

■ 第 2章の「OCIプログラミングの基本」では、OCIプログラミングの基本概念を説明し
ます。

■ 第 3章の「データ型」では、OCIアプリケーションおよび Oracleデータベース・サー
バー内で使用されるデータ型について説明します。

■ 第 4章の「SQL文の処理」では、Oracle OCIを使った SQL文の処理方法を説明します。

■ 第 5章の「バインディングと定義」では、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。

■ 第 6章の「スキーマ・メタデータの記述」では、OCIDescribeAny()関数について説明し
ます。

■ 第 7章の「LOBおよび FILE操作」では、データベース内のラージ・オブジェクト
（LOB）および外部 LOB（FILE）の操作を行う OCI関数について説明します。

■ 第 8章の「スケーラブルなプラットフォームの管理」では、パスワード管理、セッショ
ン管理およびスレッド・セーフティについて説明します。

■ 第 9章の「OCIプログラミングの応用」では、ユーザー定義のコールバックやアドバン
スト・キューイングなど、OCIプログラミングのより高度なトピックを説明します。





概要、新機能およびアップグレード 1-1

1
概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード概要、新機能およびアップグレード

この章では、Oracleコール・インタフェース（OCI）について説明します。OCIを使ったア
プリケーションの開発に必要な基礎について説明します。また、OCIの説明で使われている
特別な用語について解説し、今回の新しいリリースでの OCIの変更点について説明します。
この章は、次のトピックで構成されています。

■ OCIの概要

■ 新機能

■ 互換性、アップグレードおよび移行



OCIの概要

1-2 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

OCIの概要の概要の概要の概要
Oracleコール・インタフェース（OCI）は、アプリケーション・プログラミング・インタ
フェース（API）です。OCIを使用すると、第三世代言語固有のプロシージャまたはファン
クション・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文の実行の
すべてのフェーズを制御するアプリケーションを作成できます。OCIでは、C、C++、
COBOL、FORTRANなど多くの第三世代言語のデータ型、コール規則、構文およびセマン
ティックスをサポートします。 

OCIは次の機能を提供します。

■ システム・メモリーおよびネットワーク接続の効率的な使用によるパフォーマンスと拡
張性の改善

■ 2層クライアント /サーバーまたは複数層環境での動的セッションおよびトランザク
ション管理のための一貫したインタフェース

■ N層認証

■ Oracleオブジェクトを使ったアプリケーション開発の包括的サポート

■ 外部データベースへのアクセス

■ ハードウェアへの追加投資をすることなく、ユーザー数および要求数の増加に対応でき
るアプリケーション

OCIでは、Cなどのホスト・プログラミング言語を使って Oracleデータベース内のデータ
およびスキーマを操作できます。標準のデータベース・アクセスと検索関数のライブラリ
が、実行時にアプリケーションにリンクできる動的ランタイム・ライブラリ（OCIライブラ
リ）の形で提供されます。このため、3GLプログラム内に SQLや PL/SQLを埋め込む必要
はありません。

OCIは多くの新機能を備えており、次の主要分野に分けられます。

■ カプセル化 /不透明インタフェース

■ ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化

■ アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する拡張機能

■ トランザクション管理のための一貫したインタフェース

■ Oracleオブジェクトへのクライアント側のアクセスをサポートする OCI拡張機能
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OCIの利点の利点の利点の利点
OCIは、Oracleデータベースへの他のアクセス方法に比べ、次のような大きな利点を提供し
ます。

■ アプリケーション設計のあらゆる側面に対するきめ細かい制御

■ プログラム実行に対する高度な制御

■ なじみのある 3GLプログラミング手法およびブラウザやデバッガなどのアプリケーショ
ン開発ツールの使用

■ 動的 SQLのサポート（メソッド 4）

■ 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の可用性

■ コールバックを使った動的バインドおよび定義

■ サーバー・メタデータのレイヤーを公開する記述機能

■ 登録されたクライアント・アプリケーションへの非同期イベント通知

■ 配列 INSERT、UPDATEおよび DELETE用の高度な配列データ操作言語（DML）機能

■ ラウンドトリップ回数を減らすためのコミット要求の実行への関連付け

■ ラウンドトリップ回数を減らすための、透過的プリフェッチ・バッファを使った問合せ
の最適化

■ OCIハンドルに対する相互排他ロック（mutex）を不要にするスレッド・セーフティ
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OCIアプリケーションの構築アプリケーションの構築アプリケーションの構築アプリケーションの構築
図 1-1に示すように、OCIプログラムは非データベース・アプリケーションと同様な方法で
コンパイルおよびリンクができます。処理前のステップやプリコンパイル・ステップを別途
行う必要はありません。

図図図図 1-1  OCIの開発プロセスの開発プロセスの開発プロセスの開発プロセス

オラクル社では、一般に普及しているほとんどのサード・パーティのコンパイラをサポート
しています。OCIプログラムのリンクの詳細は、システムによって異なります。一部のプ
ラットフォームでは、OCIプログラムを正常にリンクさせるため、OCIライブラリに加えて
他のライブラリを組み込まなければならない場合があります。特定のプラットフォームでの
OCIアプリケーションのコンパイルとリンクの詳細は、使用中のシステムに関する Oracle
マニュアルとインストレーション・ガイドを参照してください。

Oracle
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OCIの分類の分類の分類の分類
OCIの関数は、その機能から主に次の 4つに分類されます。

■ 多くのユーザーを安全にサポートできる、スケーラブルなマルチスレッド・アプリケー
ションを設定する API

■ データベース・アクセスの管理、SQL文の処理および Oracleデータベース・サーバーか
ら検索したオブジェクトの操作を行う SQLアクセス関数

■ Oracle型のデータ属性を操作する、データ型マッピングおよび操作関数

■ SQL文を使用しないでデータベースにデータを直接ロードするデータ・ロード関数

■ PL/SQLから C言語のコールバックを書き込む外部プロシージャ関数

プロシージャ型および非プロシージャ型要素プロシージャ型および非プロシージャ型要素プロシージャ型および非プロシージャ型要素プロシージャ型および非プロシージャ型要素
Oracleコール・インタフェース（OCI）を使用すると、構造化問合せ言語（SQL）の非プロ
シージャ型データ・アクセス機能と、Cや C++などほとんどのプログラミング言語のプロ
シージャ型機能を併せ持つ、複数層アーキテクチャに基づくスケーラブルなマルチスレッ
ド・アプリケーションを開発できます。 

■ 非プロシージャ型言語のプログラムでは、操作対象となる一連のデータを指定します
が、実行する操作の種類や操作の方法は指定しません。SQLは、非プロシージャ型とい
う性質上、習得しやすく、データベース・トランザクションを実行しやすい言語です。
また、SQLは、先進のリレーショナル・データベース・システムおよびオブジェクト・
リレーショナル・データベース・システムのデータに対するアクセスや操作に使用する
標準言語となっています。

■ プロシージャ型言語のプログラムでは、大部分の文の実行は、前または後続の文、およ
びループや条件ブランチなど SQLで利用できない制御構造に依存しています。プロ
シージャ型という性質によって、こうした言語は SQLよりも複雑ですが、柔軟性に富
み、非常に強力です。

OCIプログラムでは、非プロシージャ型言語とプロシージャ型言語の要素が組み合されてい
るため、構造化プログラミング環境で Oracleデータベースに容易にアクセスできます。

OCIでは、Oracleデータベース・サーバーを通じて使用できる、SQLのデータ定義機能、
データ操作機能、問合せ機能およびトランザクション制御機能をすべてサポートしていま
す。たとえば、OCIプログラムでは、Oracleデータベースに対する問合せを実行できます。
問合せ文では、次の例のように、入力（バインド）変数を使用して、プログラムでデータ
ベースにデータを供給するように要求できます。

SELECT name FROM employees WHERE empno = :empnumber

前述の SQL文で、:empnumberは、アプリケーションが供給する値に対するプレースホル
ダです。



OCIの概要

1-6 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

また、Oracleが開発した SQLのプロシージャ型拡張要素である PL/SQLも利用できます。
SQLだけで作成されたアプリケーションよりも、さらに強力で柔軟性のあるアプリケーショ
ンを開発できます。OCIは、Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクトに対するアク
セスおよび操作のための機能も提供します。

オブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポート
Oracle8iには、オブジェクト型およびオブジェクトを操作するための機能が備わっていま
す。オブジェクト型は、ユーザー定義のデータ構造体で、実社会に実在するものを抽象的に
表します。たとえば、データベースに person（個人）というオブジェクトの定義が含まれ
ているとします。このオブジェクトは、個人を識別するための特徴を表した属性—first_
name、last_nameおよび age—を持つものとします。

オブジェクト型の定義は、オブジェクト型のインスタンスを表し、オブジェクトの作成の基
礎となります。オブジェクト型を構造的な定義として使うと、たとえばある personオブ
ジェクトを属性 'John'、'Bonivento'および '30'から作成することができます。オブジェクト
型にはメソッド、つまりそのオブジェクト型の動作を表現するプログラム関数を含めること
もできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクト型およびオブジェクトの詳細は、『Oracle8i概要』および
『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 基礎編』を参照してください。

Oracle OCIには、Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクト処理用に OCIの機能を
拡張した関数が組み込まれています。具体的には、次の機能が OCIに追加されました。

■ オブジェクト・データとスキーマ情報を操作する SQL文を実行するためのサポート

■ SQL文の入力変数としてオブジェクト参照およびオブジェクト・インスタンスを渡すた
めのサポート

■ SQL文の出力を受け取る変数として、オブジェクト参照およびオブジェクト・インスタ
ンスを宣言するためのサポート

■ データベースからオブジェクト参照およびオブジェクト・インスタンスをフェッチする
ためのサポート

■ オブジェクトのインスタンスと参照を戻す SQL文のプロパティを記述（ディスクライ
ブ）するためのサポート

■ オブジェクト・パラメータまたは結果を指定した PL/SQLプロシージャまたはファンク
ションを記述（ディスクライブ）するためのサポート

■ オブジェクト機能およびリレーショナル機能を同期化するための、コミット・コールと
ロールバック・コールの拡張

その他の OCIコールは、SQL文を通してアクセスされた後、オブジェクトの操作をサポー
トするために提供されます。拡張機能および新機能の詳細は、1-12ページの「新機能」を参
照してください。
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SQL文文文文
OCIアプリケーションの主なタスクの 1つは、SQL文を処理することです。SQL文の種類
が異なると、プログラムでは異なる処理ステップが必要になります。OCIアプリケーション
をコーディングする際には、それを考慮に入れることが重要です。Oracleでは、次の種類の
SQL文を認識します。

■ データ定義言語

■ 制御文

– トランザクション制御

– セッション制御

– システム制御

■ データ操作言語 （DML）

■ 問合せ

注意注意注意注意 : 多くの場合、問合せは DML文として分類されますが、OCIアプリケーションで
は異なる方法で問合せを処理するため、ここでは両者を別個に考慮しています。

■ PL/SQL

■ 埋込み SQL

データ定義言語データ定義言語データ定義言語データ定義言語
データ定義言語（Data Definition Language: DDL）文は、データベース内のスキーマ・オブ
ジェクトを管理します。DDL文は、新規の表を作成したり、古い表を削除したり、他のス
キーマ・オブジェクトを設定したりします。また、スキーマ・オブジェクトに対するアクセ
スを制御します。 

表を作成し、この表へのアクセスを指定する例を次に示します。

CREATE TABLE employees
    (name VARCHAR2(20),

ssn VARCHAR2(12),
empno NUMBER(6),
mgr NUMBER(6),
salary NUMBER(6))

GRANT UPDATE, INSERT, DELETE ON employees TO donna
REVOKE UPDATE ON employees FROM jamie

また、オブジェクト表を作成する次の一連の文のように、DDL文では Oracleデータベー
ス・サーバー内のオブジェクトを操作できます。

CREATE TYPE person_t AS OBJECT (
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name VARCHAR2(30),
ssn VARCHAR2(12),
address VARCHAR2(50))

CREATE TABLE person_tab OF person_t

制御文制御文制御文制御文
OCIアプリケーションは、トランザクション制御文およびセッション制御文、システム制御
文を DML文のように処理します。これらの種類の文の詳細は、『Oracle8i SQLリファレン
ス』を参照してください。

データ操作言語データ操作言語データ操作言語データ操作言語
データ操作言語（DML）文は、データベース表にあるデータを変更できます。たとえば、
DML文を使用して次のことができます。

■ INSERTで表に新しい行を挿入します。

■ UPDATEで既存の行の列値を更新します。

■ DELETEで表から行を削除します。

■ LOCKでデータベース内の表をロックします。

■ EXPLAINで SQL文の実行計画を説明します。

DML文では、入力（バインド）変数を使用して、データベースへデータを渡すよう、アプ
リケーションに指示できます。入力バインド変数の詳細は、4-5ページの「バインディング」
を参照してください。

また、型 person_tのインスタンスをオブジェクト表 person_tabに挿入する次の例のよ
うに、DML文では Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクトを操作できます。

INSERT INTO person_tab
VALUES (person_t('Steve May','123-45-6789','146 Winfield Street'))

問合せ問合せ問合せ問合せ
問合せは、データベースからデータを検索するための文です。問合せは、0または 1行、複
数行のデータを戻します。すべての問合せは、次の例のように、SQLキーワード SELECT
で始まります。

SELECT dname FROM dept
WHERE deptno = 42

問合せは、表の中のデータにアクセスするため、多くの場合 DML文として分類されます。
ただし、OCIアプリケーションでは問合せの処理方法が異なるため、このマニュアルでは問
合せを別個のものとして扱います。
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問合せ文では、次の例のように、入力（バインド）変数を使用して、プログラムでデータ
ベースにデータを供給するように要求できます。

SELECT name 
FROM employees
WHERE empno = :empnumber

前述の SQL文で、:empnumberは、アプリケーションが供給する値に対するプレースホル
ダです。

問合せを処理する際、OCIアプリケーションでは、戻される結果を受け取るための出力変数
も定義する必要があります。上の文では、問合せから戻される nameの値を受け取るために
出力変数を定義する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 入力バインド変数の詳細は、5-2ページの「バインディング」を参照してくだ
さい。出力変数の定義の詳細は、5-13ページの「定義」を参照してください。 

OCIプログラム内での SQL文の処理方法の詳細は、第 4章の「SQL文の処理」を参照
してください。

PL/SQL
PL/SQLは、Oracleが開発した SQL言語のプロシージャ型拡張要素です。PL/SQLは、単
純な問合せや SQLデータ操作言語文よりも複雑な作業を処理します。PL/SQLを使用する
と、多数の構文を単一のブロックにグループ化し、1つの単位として実行できます。これら
の単位には次の部分が含まれます。

■ 1つまたは複数の SQL文

■ 変数宣言

■ 代入文

■ プロシージャ型制御文（IF...THEN...ELSE文とループ）

■ 例外処理

OCIプログラムで PL/SQLブロックを使用すると、次のことができます。

■ Oracleストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションのコール

■ 複数の SQL文を指定したプロシージャ型制御文を結合し、1つの単位として実行

■ レコード、表、カーソル FORループ、例外処理などの特殊な PL/SQL機能へのアクセス

■ カーソル変数の使用

■ Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクトへのアクセスおよび操作

次の PL/SQL例では、特定の従業員番号をキーにして、従業員表から値を取り出す SQL文
が発行されます。この例は、PL/SQL文でのプレースホルダの使用方法を示しています。

BEGIN
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SELECT ename, sal, comm INTO :emp_name, :salary, :commission
FROM emp
WHERE ename = :emp_number;

END;

この文のプレースホルダは、PL/SQL変数ではないことに注意してください。これらは、文
の処理時に、Oracleに渡される入力値を示します。これらのプレースホルダは、プログラム
内で C言語変数にバインドする必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQLブロックのコーディングの詳細は、『PL/SQLユーザーズ・ガイドお
よびリファレンス 』を参照してください。

PL/SQLでのプレースホルダ取扱い方法の詳細は、5-5ページの「PL/SQLのプレース
ホルダのバインディング」を参照してください。

埋込み埋込み埋込み埋込み SQL
OCIは、アプリケーションが実行時に Oracleに渡すテキスト文字列として SQL文を処理し
ます。Oracleプリコンパイラ（Pro*C/C++、Pro*COBOL、Pro*FORTRAN）を使用するこ
とによって、プログラマは SQL文をアプリケーション・コードに直接埋め込むことができ
ます。その後、実行可能なアプリケーションを生成するために別個のプリコンパイル・ス
テップが必要です。

OCIコールと埋込み SQLはプリコンパイラ・プログラムでは混在できます。詳細は
『Pro*C/C++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。

OCI/SQL の特殊用語の特殊用語の特殊用語の特殊用語
このマニュアルでは、SQL文のさまざまな部分を参照するために特殊な用語を使用していま
す。たとえば次のような SQL文があります。

SELECT customer, address
FROM customers
WHERE bus_type = 'SOFTWARE'
AND sales_volume = :sales

この SQL文には、次が含まれています。

■ SQLコマンド— SELECT

■ 2つの選択リスト項目— customerおよび address

■ FROM句内に表名— customers

■ WHERE句内に列名— bus_typeおよび sales_volume

■ WHERE句内にリテラル入力値— 'SOFTWARE'

■ WHERE句内に入力変数用のプレースホルダ— :sales
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OCIアプリケーションを開発する際は、プログラム中の入出力変数のアドレス（位置）を
Oracleデータベース・サーバーに指定しているルーチンをコールします。このマニュアルで
は、データ入力用のプレースホルダ変数のアドレスを指定することをバインド操作と呼びま
す。また、選択リスト項目を受け取る変数のアドレスを指定することを定義操作と呼びま
す。

PL/SQLでは、入力の指定も出力の指定もバインド操作と呼びます。これらの用語と操作
は、第 4章の「SQL文の処理」で説明しています。
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新機能新機能新機能新機能
このリリースの OCIでは、次の新機能およびパフォーマンス上の利点が提供されています。

■ NULL属性でない値を含む新規オブジェクトの作成機能

■ ユニバーサル ROWIDのサポート

■ 固定幅 Unicodeのサポート

■ スレッド操作用の OCIThreadパッケージ

■ ユーザー作成コールバック関数の登録機能

■ アプリケーション・フェイルオーバー処理の拡張機能

■ パブリッシュ /サブスクライブ通知のサポート

■ オブジェクトに対する非待機ロック・オプション

■ フラッシュ時にオブジェクトの変更を検出する機能

■ 一時 LOBのサポート

■ LOBサポートの拡張機能

■ すべてのエラーをバッチに戻すことができる、配列 DML文実行の拡張機能

■ 拡張 DML...RETURNINGサポート

■ オブジェクト・ビューまたはユーザー作成のオブジェクト IDに基づくオブジェクトの
作成機能

■ 非ブロック化モードのサポート

■ 機能およびパフォーマンスの拡張の追加

■ クライアントのイベント通知用のパブリッシュ /サブスクライブ機能

■ Oracle Serverのダイレクト・ブロック・フォーマッタへのアクセスを提供する、ダイレ
クト・パス・ロード・コール

■ 実行時のメモリー使用量の削減

■ コードの削減による実行時パフォーマンスの向上

■ フェッチ・プロトコルの合理化および効率化による、問合せのパフォーマンスの向上

これらの機能については、このガイドの後の章で詳しく説明しています。既存のルーチンを
置き換える新しいコールの詳細は、1-18ページの「互換性、アップグレードおよび移行」を
参照してください。OCIコールのリストは、第 3部の第 15章、第 16章、第 17章および第
18章を参照してください。15-4ページの「アドバンスト・キューイング関数およびパブリッ
シュ -サブスクライブ関数」や 15-73ページの「ダイレクト・パス・ロード関数」などの新
しいコールが追加されており、さまざまな既存のコールが更新されていることに注意してく
ださい。
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カプセル化インタフェースカプセル化インタフェースカプセル化インタフェースカプセル化インタフェース
OCIで使用されるすべてのデータ構造は、ハンドルと呼ばれる不透明なインタフェースの形
にカプセル化されます。ハンドルとは、OCIライブラリによって割り当てられる記憶域を指
す不透明なポインタで、SQL文または PL/SQL文のコンテキスト情報、接続情報、エラー
情報またはバインド情報を格納します。クライアントでは、特定の種類のハンドルを割り当
て、正しく定義されたインタフェースを通じて 1つ以上のハンドルを移入して、それらのハ
ンドルを使ってサーバーに要求を送信します。その結果、アプリケーションは、アクセサ関
数を使ってその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。OCIライブラリで
は、ハンドルの階層が管理されます。これらのハンドルを使って OCIインタフェースをカプ
セル化することには、アプリケーション開発者にとって次のような利点があります。 

■ 保持する必要があるサーバー側の状態情報の量が少なくなり、その結果、サーバー側の
メモリー使用量を削減できます。

■ グローバル変数を使用する必要がなくなること、エラー・レポートを作成しやすくなる
こと、OCI変数のアクセスおよび使用方法に一貫性を保てることにより、アプリケー
ション開発者の生産性が向上します。

■ OCI構造をハンドルの形にカプセル化することにより、OCI構造がアプリケーション開
発者にとって不透明になるため、アプリケーションに影響を与えることなく、ベースと
なる構造を変更することができます。

ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化
Oracle OCIでは、アプリケーション開発者が、次のような簡素化されたユーザー認証および
パスワード管理を行うことができます。

■ 単一の OCIアプリケーションで、複数のユーザーを認証およびメンテナンスできる。

■ OCI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。これは、認証の処理で
パスワード期限満了のメッセージが戻された場合に特に役立ちます。 

Oracle OCIでは、次の 2種類のログイン・セッションをサポートします。

■ シングル・ユーザーがログイン名およびパスワードを使ってデータベースに接続する
セッションのための、簡易ログイン関数。

■ ログイン・セッションを分割することにより、単一の OCIアプリケーションで複数の
セッションの認証とメンテナンスを行う設定。ログイン・セッションは、ユーザーが、
ユーザーによって作成されるその他すべてのセッションであるユーザー・セッションか
ら、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です。これはリ
リース 7.3との重要な違いです。リリース 7.3では、ユーザーがデータベースにログイ
ンすると、新しいトランザクションを開始することにより、セッションは暗黙的に作成
されました。このプロセスはセッション・クローニングと呼ばれます。リリース 7.3の
これらのユーザー・セッションでは、ログイン・セッションからの権限およびセキュリ
ティ・コンテキストが継承されていました。Oracle OCIでは、クライアントが、各ユー
ザー・セッションに必要なすべての認証情報を提供する必要があります。これにより、
OCIアプリケーションでは複数のユーザーをサポートできます。
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アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する拡張機能アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する拡張機能アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する拡張機能アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する拡張機能
Oracle OCIには、アプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性を改善する、いくつかの
拡張機能があります。アプリケーションのパフォーマンスは、クライアントおよびサーバー
間の必要なラウンドトリップ回数を減らすことにより改善されました。拡張性は、サーバー
側で保持する必要がある状態の情報量を減らすことにより向上しました。これらの機能の一
部は次のとおりです。

■ クライアント側の処理の増加、およびサーバー側の問合せ処理の削減

■ 記述ラウンドトリップをなくし、ラウンドトリップ回数を削減し、メモリー使用量を削
減する、SELECT文結果セットの暗黙的なプリフェッチ

■ オープン・カーソルおよびクローズ・カーソルのラウンドトリップの排除

■ マルチスレッド環境のサポートの改善

■ 結合コール

■ 接続上のセッション多重化

■ 標準の 2層クライアント /サーバー構造、サーバー /サーバー・トランザクション調整、
3層 TPモニター構造など、さまざまな構造に対する一貫したサポート

■ XAインタフェースの TM_JOIN操作のサポートを含む、ローカル・トランザクションお
よびグローバル・トランザクションに対する一貫したサポート

■ 接続中のユーザー接続、処理およびセッションを集結する機能を提供し、グローバル・
トランザクションのブランチごとに個別のセッションを作成する必要性をなくしたこと
による、拡張性の向上

■ アプリケーションによる複数のユーザーの認証、および複数のユーザーのためのトラン
ザクションの開始

Oracle OCIオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポート
Oracle OCIは、Oracle Serverのオブジェクト機能を使用するプログラマに、最も包括的な
アプリケーション・プログラミング・インタフェースを提供します。その機能は、5つの主
要なカテゴリに分類できます。 

■ クライアント側のオブジェクト・キャッシュ

■ オブジェクト用のランタイム環境

■ オブジェクトへのアクセスおよび操作のためのアソシエイティブ・インタフェースおよ
びナビゲーショナル・インタフェース

■ Oracleデータベース内のオブジェクト型の情報にアクセスする、型管理関数

■ Oracle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
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■ Oracle内部スキーマ情報をクライアント側の言語バインド変数にマッピングする、オブ
ジェクト型トランスレータ・ユーティリティ

クライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・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
ケーションでサーバーからクライアント側にフェッチしたオブジェクト・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実行中の複数のアプリケーションには、それぞれ専用のオブジェ
クト・キャッシュがあります。オブジェクト・キャッシュは、メモリーに現在あるオブジェ
クトの追跡、オブジェクトへの参照のメンテナンス、自動オブジェクト・スワッピングの管
理、オブジェクトのメタ属性または型情報の追跡を行います。オブジェクト・キャッシュは
OCIアプリケーションに次のものを提供します。

■ オブジェクトのフェッチおよび操作に必要なクライアント /サーバー間のラウンドト
リップ回数を減らすことによる、アプリケーションのパフォーマンスの改善

■ クライアント側の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することに
よる、拡張性の向上

■ オブジェクト・レベルのロックをサポートすることによる、同時実行性の向上

アソシエイティブ・インタフェースおよびナビゲーショナル・インタアソシエイティブ・インタフェースおよびナビゲーショナル・インタアソシエイティブ・インタフェースおよびナビゲーショナル・インタアソシエイティブ・インタフェースおよびナビゲーショナル・インタ
フェースフェースフェースフェース

Oracle OCIを使ったアプリケーションでは、次のようなさまざまな種類のインタフェースを
通じて、Oracle Server内のオブジェクトにアクセスできます。

■ SQL SELECT文、INSERT文および UPDATE文の使用

■ 対応するスマート・ポインタまたは REFを走査することによりクライアント側のキャッ
シュ内のオブジェクトにアクセスする、Cスタイルのポインタ追跡スキームの使用

Oracle OCIは、SQL SELECT文、INSERT文および UPDATE文を使ったオブジェクト操作
をサポートする拡張機能を備えた、一連の関数を提供します。Oracleオブジェクトにアクセ
スするために、これらの SQL文では、リレーショナル表にアクセスする場合のような一貫
した一連のステップが使われます。Oracle OCIは、SQL文を使ってオブジェクトにアクセ
スするのに必要な一連の関数を提供します。関数は次の目的で使われます。

■ SQL文の入力変数および出力変数としての、オブジェクト型のインスタンスおよび参照
のバインドおよび定義

■ オブジェクト型のインスタンスおよび参照を含む SQL文の実行

■ オブジェクト型のインスタンスおよび参照のフェッチ

■ Oracleオブジェクト型の選択リスト項目の記述
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また、Oracle OCIは、Cスタイルのポインタ追跡スキームを使ってクライアント側のキャッ
シュ内のオブジェクトにアクセスする一連の関数を提供しています。これらのオブジェクト
は、対応するスマート・ポインタまたは REFを走査することにより、クライアント側の
キャッシュ内にフェッチされます。このナビゲーショナル・インタフェースでは、関数が次
の目的で使われます。

■ 参照可能な永続オブジェクト、つまりオブジェクト IDを持つ永続オブジェクトのス
マート・ポインタまたは REFを確保することにより、そのオブジェクトのコピーをサー
バー側のキャッシュにインスタンス化します。

■ 互いを指す REFを走査することにより、相互に接続されている一連のオブジェクトを走
査します。 

■ オブジェクト属性の値を動的に取得したり設定します。 

オブジェクト用のランタイム環境オブジェクト用のランタイム環境オブジェクト用のランタイム環境オブジェクト用のランタイム環境
Oracle OCIは、オブジェクト用のランタイム環境を提供します。このランタイム環境では、
Oracleオブジェクトのクライアント側での使用方法を管理する一連の関数を使用できます。
これらの関数は、次の目的に必要な機能を提供します。

■ セッションの初期化、データベース・サーバーへのログイン、接続の登録などのオブ
ジェクト機能にアクセスするための、Oracle Serverへの接続 

■ クライアント側のオブジェクト・キャッシュの設定およびそのパラメータの調整 

■ エラーおよび警告メッセージの取得 

■ 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の制御 

■ SQLを通じたオブジェクトへのアソシエイティブなアクセス 

■ パラメータまたは結果がOracle型システムの型である PL/SQLプロシージャまたはファ
ンクションの記述 

型管理、マッピングおよび操作関数型管理、マッピングおよび操作関数型管理、マッピングおよび操作関数型管理、マッピングおよび操作関数
Oracle OCIは、Oracleオブジェクトを操作するための 2つの関数セットを提供します。 

■ 型マッピング関数を使うと、アプリケーションで、Oracleの数値型、日付型、文字列型
など Oracle内部データ型としてサーバー内に表されている Oracleスキーマの属性を、
整数、月、日などの対応するホスト言語型にマップできます。

■ 型操作関数を使うと、ホスト言語のアプリケーションで、Oracleスキーマの個別の属性
を操作できます。属性の値を設定または取得したり、値をサーバーにフラッシュしたり
できます。

また、OCIDescribeAny()関数を使うと、データベース内に格納されたオブジェクトの情報を
提供できます。
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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
オブジェクト型トランスレータ（OTT）ユーティリティは、Oracleオブジェクト型のスキー
マ情報をクライアント側の言語バインドに変換します。つまり、Oracle OTTによって、型
情報が構造体やクラスなどのホスト言語変数の宣言に変換されます。OTTは、Oracleス
キーマ・オブジェクト（Oracleデータ・ディクショナリ）のメタデータ情報が含まれる
intypeファイルを利用して、outtypeファイルおよび必要なヘッダー・ファイルとインプリメ
ンテーション・ファイルを生成します。このヘッダー・ファイルとインプリメンテーショ
ン・ファイルは、オブジェクト・スキーマに対して実行される Cアプリケーションに含まれ
ていなければならないものです。OCIアプリケーションおよび Pro*Cプリコンパイラ・アプ
リケーションには、OTTで生成したコードを組み込むことができます。OTTには次のよう
な多くの利点があります。

■ アプリケーション開発者の生産性が向上します。OTTを使うと、アプリケーション開発
者はスキーマ・オブジェクトに対応するホスト言語変数を手作業で書く必要がありませ
ん。

■ SQLをすぐれたデータ定義言語としてメンテナンスします。SQLを使って作成した
Oracleスキーマ・オブジェクトを、自動的にホスト言語変数にマップできるので、OTT
によって、SQLをすぐれたデータ定義言語として使いやすくなります。その結果、
Oracleによって、ユーザーのデータの一貫したモデルを企業全体でサポートできます。

■ オブジェクト型のスキーマ展開を簡素化します。OTTでは、スキーマが変更されたとき
に #includeファイルを再生成できるので、Oracleアプリケーションでスキーマ展開をサ
ポートできます。

通常、OTTは、コマンド行から intypeファイル、outtypeファイルおよび特定のデータベー
ス接続を指定することにより起動されます。Oracleの OTTでは、OCIプログラムでも
Pro*Cプリコンパイラ・プログラムでも使うことができる C構造体だけが生成されます。

OCIでのでのでのでの Oracleアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポート
OCIでは、Oracleのアドバンスト・キューイング（AQ）機能へのインタフェースを提供し
ます。Oracle AQは、Oracle Serverの統合された一部としてメッセージ・キューイングを提
供します。Oracle AQは、キューイング・システムをデータベースと統合させ、メッセージ
使用可能データベースを作成することによりこの機能を提供しています。統合された解決策
を提供することにより、Oracle AQは、自由に特定のビジネス・ロジックに貢献できるよ
う、アプリケーション開発者をメッセージ・インフラストラクチャの構築から開放します。 

OCIアドバンスト・キューイング機能の詳細は、9-24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。
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既存のアプリケーションの移行の簡素化既存のアプリケーションの移行の簡素化既存のアプリケーションの移行の簡素化既存のアプリケーションの移行の簡素化
OCIは、多くの機能が大幅に改善されました。Oracle OCIリリース 7クライアントと
Oracle8iとの相互運用性、および Oracle8i OCIクライアントと Oracle7データベース・サー
バーとの相互運用性により、Oracle OCIリリース 7を使用するために作成したアプリケー
ションは、Oracle8i OCIに移行できます。具体的には次のとおりです。

■ Oracle OCIリリース 7.3を使用したアプリケーションは、Oracle8iに対して変化なく動
作します。

■ Oracle8i OCIを使用したアプリケーションは、OCIまたはサーバーの新機能を使用して
いない場合、Oracle7 Serverに対して動作します。

■ Oracle OCIリリース 7のコールおよび Oracle8i OCIのコールは、同じ文内に混在させな
いかぎり、同一アプリケーションおよび同一トランザクション内に混在できます。 

この結果、顧客が既存の Oracle OCIリリース 7アプリケーションの移行を行う場合には、
次の 3つの方法があります。 

■ Oracle7 OCIクライアントを保持します。顧客は、既存の Oracle7 OCIアプリケーショ
ンを修正することなく保持できます。このアプリケーションは、Oracle8iに対しても動
作します。

■ Oracle8i OCIクライアントにアップグレードしますが、アプリケーションは修正ししま
せん。Oracle7 OCIクライアントから Oracle8i OCIクライアントにアップグレードする
場合は、新しいバージョンの OCIライブラリを再リンクするだけでよく、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、Oracle8iに対して変化なく動作します。

■ Oracle8i OCIクライアントにアップグレードし、アプリケーションを修正します。ただ
し、新しい OCIで提供されるパフォーマンスと拡張性の利点を活用するには、新しい
OCIプログラミング・パラダイムを使えるように既存のアプリケーションを修正して、
そのアプリケーションを新しい OCIライブラリに再リンクし、Oracle8iに対して実行す
る必要があります。

また、アプリケーション開発者が Oracle8iのオブジェクト機能を使う必要がある場合は、ク
ライアントをアップグレードして Oracle8i OCIを使う必要があります。

互換性、アップグレードおよび移行互換性、アップグレードおよび移行互換性、アップグレードおよび移行互換性、アップグレードおよび移行
Oracle8i OCIでは、7.x OCIおよび 8.x OCIで作成されたアプリケーションをサポートして
います。この項では、OCIライブラリ・ルーチンの変更点、OCIおよびサーバーの異なる
バージョン間の互換性の問題、およびリリース 7.x OCIからリリース 8.x OCIへのアプリ
ケーションの移行に関する問題について説明します。

注意注意注意注意 : 互換性、アップグレードおよび移行の最新情報は、『Oracle8i移行ガイド』を参照
してください。
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使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
Oracleコール・インタフェースのリリース 8.0では、リリース 7.3で利用できなかった新し
い関数セットを導入しました。Oracle8iでは、新機能をさらに追加しています。以前のリ
リース 7.xのコールも使用できますが、パフォーマンスを向上し、機能性を高めるために、
既存のアプリケーションで新しいコールを使用することを強くお薦めします。

表 1-1の「使用されなくなった OCIルーチン」に、リリース 7.x OCIコールおよび各コール
に同等の Oracle8iのコールをリストします。Oracle OCIコールの詳細は、このガイドの第
III部の関数の説明を参照してください。リリース 7.xコールの詳細は、『Oracle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。これらのリ
リース 7.xコールは廃止されています。つまり、OCIではこれらが新しいコールで置き換え
られています。廃止されたコールはこの時点ではサポートされていますが、OCIの将来の
バージョンではサポートされない可能性があります。

注意注意注意注意 : 多くの場合、新しい OCIルーチンはリリース 7.xルーチンに直接マッピングを行
わないため、単純にある関数コールおよびパラメータ・リストを別の関数コールおよび
パラメータ・リストに置き換えることができない場合があります。この場合、新しい
コールを作成する前後に、追加のプログラム・ロジックが必要になります。詳細は、こ
のガイドの残りの章を参照してください。

表表表表 1-1  使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった OCIルーチンルーチンルーチンルーチン

7.x OCIルーチンルーチンルーチンルーチン 等価または類似の等価または類似の等価または類似の等価または類似の 8.x Oracle OCIルーチンルーチンルーチンルーチン

obindps()、obndra()、
obndrn()、obndrv()

OCIBindByName()、OCIBindByPos()（注意 : 一部のデータ型には
追加のバインド・コールが必要です。）

obreak() OCIBreak()

ocan() なし

oclose() 注意 : Oracle8iではカーソルは使用されていません。

ocof()、ocon() OCI_COMMIT_ON_SUCCESSモードでの OCIStmtExecute()

ocom() OCITransCommit()

odefin()、odefinps() OCIDefineByPos()（注意 : 一部のデータ型には追加の定義コールが
必要です。）

odescr() 注意 : スキーマ・オブジェクトは OCIDescribeAny()で記述されま
す。通常、記述は、リリース 7.xで使用されているように、SQL文
の実行後に OCIAttrGet()を文ハンドルでコールすることにより行
われます。

odessp() OCIDescribeAny()

oerhms() OCIErrorGet()

oexec()、oexn() OCIStmtExecute()
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : ここにリストしていない新しい関数で提供される追加機能の詳細は、このガ
イドの残りの章を参照してください。

oexfet() OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()（注意 : 結果セット行は暗黙的
にプリフェッチできます。）

ofen()、ofetch() OCIStmtFetch()

oflng() なし

ogetpi() OCIStmtGetPieceInfo()

olog() OCILogon()

ologof() OCILogoff()

onbclr()、onbset()、onbtst() 注意 : 非ブロック化モードは、OCIAttrSet()または OCIAttrGet()
をサーバー・コンテキスト・ハンドルまたはサービス・コンテキス
ト・ハンドルでコールすることにより、設定またはチェックするこ
とができます。

oopen() 注意 : Oracle8iではカーソルは使用されていません。

oopt() なし

oparse() OCIStmtPrepare()。ただし、すべてローカル。

opinit() OCIInitialize()

orol() OCITransRollback()

osetpi() OCIStmtSetPieceInfo()

sqlld2() SQLSvcCtxGetまたは SQLEnvGet

sqllda() SQLSvcCtxGetまたは SQLEnvGet

odsc() 注意 : 上記の odescr()を参照してください。

oermsg() OCIErrorGet()

olon() OCILogon()

orlon() OCILogon()

oname() 注意 : 上記の odescr()を参照してください。

osql3() 注意 : 上記の oparse()を参照してください。

表表表表 1-1  使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった OCIルーチンルーチンルーチンルーチン (続き続き続き続き )

7.x OCIルーチンルーチンルーチンルーチン 等価または類似の等価または類似の等価または類似の等価または類似の 8.x Oracle OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
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サポートされないサポートされないサポートされないサポートされない OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
OCIの以前のバージョンで使用可能だった OCIルーチンの一部は、Oracle8iではサポートさ
れません。それらのルーチンを表 1-2の「サポートされない OCIルーチン」にリストしま
す。

互換性互換性互換性互換性
この項では、OCIおよび Oracle Serverの異なるバージョン間の互換性について説明します。

7.x アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
リリース 8.xの新しい OCIコールを含まない既存の 7.xアプリケーションでは、次の 2つの
選択肢があります。 

■ アプリケーションの再リンクなし。

■ 新しい 8.x OCIライブラリへの再リンク。

どちらの場合でも、このアプリケーションは Oracle7および Oracle8iに対して動作します。
このアプリケーションでは、Oracle8iのオブジェクト機能を使用きません。また、Oracle8i 
OCIで提供されるパフォーマンスや拡張性の利点を利用できません。

Oracle8 アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
完全に Oracle OCIで作成された新しいアプリケーションは、次の例外を除いて、Oracle7お
よび Oracle8iに対してシームレスに動作します。

■ Oracle7 Serverに対して、Oracleのオブジェクト機能はどれもサポートされません。ま
た、次のデータ型はサポートされません。

– SQLT_NTY　名前付きデータ型

表表表表 1-2   サポートされないサポートされないサポートされないサポートされない OCIルーチンルーチンルーチンルーチン

OCIルーチンルーチンルーチンルーチン 等価または類似の等価または類似の等価または類似の等価または類似の 8.x Oracle OCIルーチンルーチンルーチンルーチン

obind() OCIBindByName()、OCIBindByPos()（注意 : 一部のデータ
型には追加のバインド・コールが必要です。）

obindn() OCIBindByName()、OCIBindByPos()（注意 : 一部のデータ
型には追加のバインド・コールが必要です。）

odfinn() OCIDefineByPos()（注意 : 一部のデータ型には追加の定義
コールが必要です。）

odsrbn() 注意 : 表 1-1の odescr()を参照してください。

ologon() OCILogon()

osql() 注意 : 表 1-1の oparse()を参照してください。
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– SQLT_REF - ホスト言語表現の名前付きデータ型に対する参照

– 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 - 各国文字キャラクタ・セット LOBデータ型

– SQLT_NCHAR - 固定または可変各国文字キャラクタ・セット・データ型

– SQLT_BLOB - バイナリ FILE LOBデータ型

– SQLT_RSET - 結果セット・データ型

■ Oracle7 Serverに対して、次のコールまたは機能はサポートされないか、制限付きでサ
ポートされます。

アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード
プログラマが Oracle8iの新しい機能を既存の OCIアプリケーションに取り込む場合には、
次の 2つの選択肢があります。

■ アプリケーションを完全にリライトして、新しい OCIコールだけを使用（推奨）

■ 新しい Oracle8i OCIコールをアプリケーションに取り込む一方で、一部の操作には 7.x
コールを使用

このガイドでは、新しい OCIコールだけを使うために既存のアプリケーションをリライトす
るのに必要な情報を提供しています。 

表表表表 1-3  Oracle8i OCIのののの Oracle7 Server に対する実行時の制限に対する実行時の制限に対する実行時の制限に対する実行時の制限

関数関数関数関数 制限制限制限制限

OCIBindObject() 未サポート

OCIPasswordChange() 未サポート

OCIDefineObject() 未サポート

OCIDescribeAny() 選択リストまたはストアド・プロシージャの記述だけをサポート

OCIErrorGet() Oracleエラー・コードのサブセットだけを返すことが可能

OCIStmtFetch() プリフェッチ・オプションは未サポート

OCILob*()コール LOB/FILEコールは未サポート

OCIAttrSet() NCHAR属性の設定は未サポート

OCIAttrGet() NCHAR属性の取得は未サポート
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7.x アプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへの Oracle8i OCI コールの追加コールの追加コールの追加コールの追加
次のガイドラインは、プログラマが新しい OCIコールを使って新しい Oracleのデータ型お
よび機能を取り込む一方で、一部の操作には 7.xコールを使う場合に適用されます。

■ 既存のログインを変更して、olog()（または他のログイン・コール）のかわりに
OCILogonを使います。サービス・コンテキスト・ハンドルは、新しい OCIコールで使
えます。または、7.x OCI コールで使われる Lda_Defに変換できます。

注意注意注意注意 : 複数のセッションをメンテナンスしているアプリケーションに必要なログイン・
コールの詳細は、15-5ページの OCIServerAttach()の説明および 15-5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・ハンドルを初期化した後は、Oracle8i OCIコールで使えま
す。

■ Oracle7 OCIコールを使うには、OCISvcCtxToLda()を使ってサーバー・コンテキスト・
ハンドルを Lda_Defに変換して、結果の Lda_Defを 7.xコールに渡します。

注意注意注意注意 : 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は、
一度に 1つのサービス・コンテキストだけを Oracle7モードにできます。

■ Oracle 8i OCIコールを再び使い始める場合は、アプリケーションで OCILdaToSvcCtx()
を使って 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。

■ アプリケーションでは、必要に応じて、Lda_Defとサーバー・コンテキストを切り替え
ることができます。 

このアプローチを行うと、アプリケーションで、単一の接続で 2つの異なる APIを使って異
なるタスクを達成できます。

トランザクション内で OCI 7.xコールおよび OCI 8iコールを混在させたり一致させることは
できますが、ステートメント内ではできません。これにより、ある SQL文または 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で、次の SQL文または PL/SQL文
を Oracle8i OCIコールで実行できます。 

警告警告警告警告 : カーソルをオープンして、OCI 7.xコールで解析し、次に OCI 8iコールで文を実
行することはできません。
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アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題
この項では、OCIの各バージョンの非遅延リンクおよびシングルタスク・リンクの使用な
ど、アプリケーションのリンクに関する問題について説明します。

非遅延リンク非遅延リンク非遅延リンク非遅延リンク
アプリケーション開発者は、オラクル社が、Oracleの将来のリリースで非遅延モード・リン
クの非サポートを計画していることに注意してください。非遅延モード・リンクは、
Oracle8iではすべてのリリースでサポートされます。アプリケーション開発者は、これらの
計画を考慮して、今後の新しいアプリケーション開発では非遅延モード・リンクを使わない
ようにできます。OCIのリリース 7.3では、次の 2つのリンク・モードをサポートしていま
す。

■ 非遅延リンク : Oracle OCIバージョン 6（クライアント）では、非遅延リンクだけをサ
ポートしていました。つまり、各 SQL文で、解析コール、バインド・コールおよび定
義コールはそれぞれ個別に実行され、クライアントとサーバー間のラウンドトリップが
個別に行われていました。このため、クライアントとサーバー間のネットワーク通信量
が大幅に増加し、OCIアプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性が大幅に低下し
ていました。 

■ 遅延リンク : Oracle OCIバージョン 6とは異なり、Oracle7 OCIでは非遅延リンクと遅延
リンクの両方をサポートしています。遅延モード・リンクでは、バインドおよび定義ス
テップが、文が実行されるまで実質的に延期されます。つまり、バインド・コールおよ
び定義コールが自動的にバンドルされ、実行時まで延期されます。さらに、アプリケー
ションが遅延モードにリンクされていて、特別な解析コールが使用されている
（DEFFLGが 0以外の値に設定された OPARSEコール）場合は、解析コールも実行時ま
で延期することができます。遅延モード・リンクは、アプリケーションで使用している
特定の OCIコールに依存しているのではなく、選択されたリンク・オプションだけに依
存しています。 

したがって、遅延モード・リンクを使うと、クライアントとサーバー間のラウンドトリップ
回数が大幅に減少し、その結果、OCIアプリケーションのパフォーマンスおよび拡張性が向
上します。Oracle7 Serverに接続された Oracle7 OCIのデフォルトのリンクは、遅延モー
ド・リンクです。ただし、Oracle7 OCIでは特定のリンク・タイム・オプションを設定する
ことにより、非遅延リンクもサポートします。 

すべての Oracle7 OCIコールは、Oracle8i OCIでサポートされます。つまり、Oracle8i OCI
ライブラリを再リンクすることにより、Oracle7 OCIコールで Oracle8i OCIクライアントを
使用できます。これらのコールに対するデフォルト・モードは今後も遅延モード・リンクで
すが、リンク・タイム・オプションを設定することにより、Oracle8iのすべてのリリースを
通じてこれら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、
Oracle8i固有のコールには異なるパラダイムが使われているため、非遅延モード・リンクは
必要ありません。 
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非遅延リンクが現在サポートされている、クライアント側のライブラリとサーバーの組み合
せを、次の表にまとめています。

オラクル社は、今後も遅延モード・リンクを Oracle8iのすべてのリリースでサポートする予
定です。使用される OCIライブラリのバージョンによって、それぞれの遅延モード・リンク
の考慮点は異なります。 

Oracle OCI バージョンバージョンバージョンバージョン 6ライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーション
Oracle OCI 6.xライブラリは Oracle8iに対してサポートされないため、Oracle OCI 6.xライ
ブラリを使ったアプリケーションは、Oracle8iに対して実行できません。 

Oracle7 OCI ライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーション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は、Oracle8iデータベースに対して、次
の 2つの構成で実行できます。 

■ リンク・タイム・オプションが適切に設定されている場合は、Oracle 7.x OCIライブラ
リを使って、Oracle8iデータベースに対して非遅延モードで実行できます。 

■ リンク・タイム・オプションが適切に設定されている場合は、Oracle 8i OCIライブラリ
に再リンクして、非遅延モードで実行できます。オラクル社は、1番目の構成を
Oracle8iのすべてのリリースでサポートします。ただし、2番目の構成は Oracleリリー
ス 9ではサポートしない予定です。したがって、非遅延リンクが必要なアプリケーショ
ンは、Oracle 9.xのクライアント側ライブラリにアップグレードできません。 

Oracle8i OCI ライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーションライブラリを使ったアプリケーション
Oracle8i OCIでは別のパラダイムが使われているため、Oracleのオブジェクト型にアクセス
するための OCIコールなどの、Oracle8i OCIコールを使ったアプリケーションでは、非遅延

表表表表 1-4  クライアントおよびサーバーの各バージョンでサポートされているリンク・モードクライアントおよびサーバーの各バージョンでサポートされているリンク・モードクライアントおよびサーバーの各バージョンでサポートされているリンク・モードクライアントおよびサーバーの各バージョンでサポートされているリンク・モード

クライアンクライアンクライアンクライアン
トトトト Oracle 6.x OCI Oracle 7.x OCI Oracle 8.x OCI

（7.xコール）

Oracle 8.x OCI

（8.xコール）

Oracle 9.x OCI

サーバーサーバーサーバーサーバー

Oracle9 未サポート デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle8 未サポート デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle7 非遅延モードのみ デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle6 非遅延モードのみ デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート 未サポート
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モード・リンクを使う必要はありません。Oracle7 OCIコールだけを使ったアプリケーショ
ンでは非遅延モード・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・リンクシングルタスク・リンクシングルタスク・リンク
シングルタスク・リンクは、限られた数の Oracleの顧客が主に OpenVMSプラットフォー
ム上で使う機能です。Oracleプラットフォームの中には、シングルタスク・リンクをサポー
トするものもありますが、現在はサポートしていないものもあります。アプリケーション開
発者は、Oracle8i後の最初のサーバー・リリースから、すべてのプラットフォーム上でシン
グルタスクが非サポートになることに注意してください。オラクル社は、現在シングルタス
ク・リンクをサポートしているプラットフォーム上で、今後もすべての Oracle 8.xリリース
に対してシングルタスク・リンクをサポートする予定です。アプリケーション開発者は、製
品ライン固有のマニュアルを参照して、各自のプラットフォームで現在シングルタスク・リ
ンクがサポートされているかどうかを判別してください。

オラクル社はシングルタスク・リンクに関して、Oracle製品およびユーザー作成アプリケー
ションを Oracleデータベースに対してリンクするための、次の 2つの構成をサポートしま
す。 

■ シングルタスク・リンクシングルタスク・リンクシングルタスク・リンクシングルタスク・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
を行って、Oracleの共有可能イメージに対して直接リンクされます。 

■ 2 タスク・リンクタスク・リンクタスク・リンクタスク・リンク。この場合、スタンドアロン構成でリンクされたアプリケーションは、
OpenVMSプラットフォーム上の Net8 DECnetや Net8 VMS Mailboxなど、Net8の 2
タスク・ドライバだけを使って Oracleに接続できます。これは、大多数のクライアン
ト /サーバー・アプリケーションで使われている一般的な構成です。2タスク・リンク
では、アプリケーションおよびツールは、ユーザー接続ごとにシャドウ・プロセスを作
成するプログラム・インタフェースを通じて、Oracle7データベースに接続します。こ
のシャドウ・プロセスは、ユーザー・プロセスとシャドウ・プロセス間の通信を行う
Net8プロトコルを使って、ユーザー・プロセスのかわりに 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関数を
起動したユーザー・ルーチンが 1つのプロセスまたはタスクとして実行され、それらの
関数を実行する Oracle7ルーチンが 2番目のタスクとして実行されます。 

オラクル社は、今後も Oracle Serverのすべてのリリース（リリース 8.*のすべて）でシング
ルタスク・リンクをサポートしますが、Oracle8i後の最初のリリースからは非サポートにす
る予定です。アプリケーション開発者は、Oracle8i後の最初のサーバー・リリースに対して
は、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ことができなくなりま
す。 
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2
OCIプログラミングの基本プログラミングの基本プログラミングの基本プログラミングの基本

この章では、Oracleコール・インタフェースを使用してプログラムを作成する際に必要とな
る基本概念の概要を説明します。この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ OCIプログラム構造

■ OCIデータ構造

■ ハンドル

■ 記述子およびロケータ

■ OCIプログラミング・ステップ

■ 初期化および接続、セッション作成

■ SQL文の処理

■ コミットまたはロールバック

■ アプリケーションの終了

■ エラー処理

■ その他のコーディング・ガイドライン

■ 非ブロック化モード

■ OCIプログラムでの PL/SQL使用
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概要概要概要概要
この章では、OCIアプリケーションの開発における基本的な概念とプロシージャについて説
明します。この章を読み終えると、基本的な OCIアプリケーションの理解と作成に必要な手
段をほとんど獲得したことになります。

この章は、以下の項に大きく分けられています。

■ OCIプログラム構造 - OCIアプリケーションの基本構造と作成の大まかなステップを説
明します。

■ OCIデータ構造 - ハンドル、記述子およびロケータについて説明します。

■ OCIプログラミング・ステップ - OCIアプリケーションのコーディングに必要な各ス
テップを詳しく説明します。

■ エラー処理 - OCIアプリケーションでのエラー処理を説明します。

■ その他のコーディング・ガイドライン - OCIアプリケーションのコーディング時に役立
つその他の注意事項を説明します。

■ 非ブロック化モード - 非ブロック化モードを使った Oracleデータベース・サーバーへの
接続を説明します。

■ OCIプログラムでの PL/SQL使用 - OCIアプリケーションで PL/SQLを扱う際の重要事
項を説明します。

新規ユーザーは、この章に示す情報に対して特に注意する必要があります。なぜならこの章
は、このガイドで説明する残りの項目を理解するための基本となるからです。この章で紹介
している情報は、後半の章の情報で補足されています。具体的には、この章を読んだ後、引
き続き次のいずれかの章またはすべての章に進むことができます。

■ 第 3章 : OCI内部データ型および外部データ型の詳細

■ 第 4章 : SQL文の処理の詳細

■ 第 5章 : バインディングおよび定義の詳細

■ 第 6章 : OCIDescribe()コールの詳細

■ 第 7章 : LOBデータ型、FILEデータ型および一時 LOBデータ型に対するOCIサポートの
詳細

■ 第 8章 : パスワード管理、セッション管理およびスレッド・セーフティの説明

■ 第 9章 : OCIの拡張概念および拡張テクニック

■ 第 10章～第 14章 : Oracleデータベース・サーバーのオブジェクト機能を有効に利用する
ための OCIアプリケーションの書き方

■ 第 15章～第 18章 : OCIファンクション・コールのリストとその説明、構文およびパラ
メータ
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : NLS環境に適用される OCI関数の詳細は、『Oracle8i NLSガイド』を参照し
てください。カートリッジ・サービスに適用される OCI関数の詳細は、『Oracle8iデー
タ・カートリッジ開発者ガイド』を参照してください。

■ 付録 A: OCIハンドルおよび記述子の属性

■ 付録 B: 重要な OCIデモ・プログラムのリスト

■ 付録 C: OCIファンクション・コール中のサーバー・ラウンドトリップの詳細

OCIプログラム構造プログラム構造プログラム構造プログラム構造
OCIアプリケーションの一般的な目標は、複数ユーザーのために操作を行うことです。N層
構造では、複数ユーザーがクライアント・アプリケーションに HTTP要求を送信します。ク
ライアント・アプリケーションでは、データの交換やデータ処理の実行など、いくつかの
データ操作を実行する必要があります。 

特定の作業を柔軟に実行できる一方、すべての OCIアプリケーションは、特定のステップに
従う必要があります。OCIでは以下のプログラム基本構造を採用しています。

1. OCIプログラミング環境およびスレッドの初期化

2. 必要なハンドルの割当て、およびサーバー接続とユーザー・セッションの確立

3. サーバーへの SQL文の発行、および必要なアプリケーション・データ処理の実行

4. 再利用しない文とハンドルの解放、準備済みの文の再実行、または新しい文の準備

5. ユーザー・セッションおよびサーバー接続の終了

図 2-1の「基本的な OCIプログラムの流れ」は、OCIアプリケーションのステップの流れを
示しています。各ステップの詳細は 2-17ページの「OCIプログラミング・ステップ」を参
照してください。
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図図図図 2-1  基本的な基本的な基本的な基本的な OCIプログラムの流れプログラムの流れプログラムの流れプログラムの流れ

前述の図およびステップ・リストは、OCIプログラミングのステップを簡潔に一般化したも
のであることに注意してください。これらには、プログラムの機能性に応じてさまざまなバ
リエーションが考えられます。複数セッションおよび複数トランザクションの管理やオブ
ジェクトの使用など、より洗練された機能を含む OCIアプリケーションには、追加のステッ
プが必要です。

すべての OCIファンクション・コールは、ある環境のコンテキスト内で実行されます。図
2-2の「OCIプロセスでの複数環境」に示すように、1つの OCIプロセス内に複数の環境が
存在することが可能です。環境でプロセスレベルの初期化が必要になった場合には、自動的
に実行されます。 

注意注意注意注意 : 以前のリリースでは、個別のプロセスレベルの初期化を明示的に行う必要があり
ました。初期化は自動化されたため、明示的なプロセスレベルの初期化は必要ありませ
ん。

�
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図図図図 2-2  OCIプロセスでの複数環境プロセスでの複数環境プロセスでの複数環境プロセスでの複数環境

注意注意注意注意 : OCIアプリケーションには、アクティブな接続および文を複数含むことができま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクトのアクセスおよび操作の詳細は、第 10章の「OCIオブジェク
ト・リレーショナル ・プログラミング」を参照してください。

OCIデータ構造データ構造データ構造データ構造
ハンドルと記述子は、OCIアプリケーション内で定義される明確でないデータ構造であり、
明示的な割当てコールによって直接割り当てるか、その他の OCI関数を使用して暗黙的に割
り当てることができます。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 7.x OCIアプリケーションを作成した経験のあるプログラマ
は、大部分の OCIコールに使用されるこれらの新しいデータ構造に慣れる必要がありま
す。

ハンドルおよび記述子を使用して、データまたは接続、アプリケーション動作に関係する情
報を格納します。ハンドルについては、次のページで詳しく定義します。記述子の詳細は、
2-14ページの「記述子およびロケータ」を参照してください。
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ハンドルハンドルハンドルハンドル
ほとんどの場合、Oracle OCIコールのパラメータ・リストにはハンドルが 1つ以上含まれて
います。ハンドルとは、OCIライブラリによって割り当てられる記憶域を指す明確でないポ
インタです。ハンドルを使用すると、コンテキストや接続に関する情報を格納できます（環
境コンテキスト・ハンドルやサービス・コンテキスト・ハンドルなど）。また、他の OCI関
数やデータに関する情報も格納できます（エラー・ハンドルや記述ハンドルなど）。つまり、
ハンドルを使用するとアプリケーションではなくライブラリでこのデータを維持できるた
め、プログラミングが簡単になります。

ほとんどの OCIアプリケーションでは、ハンドルに格納されている情報へのアクセスが必要
となります。この情報へは、属性の入手および設定のための OCIコールである、
OCIAttrGet()および OCIAttrSet()を使ってアクセスします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ハンドル属性の使用方法の詳細は、2-12ページの「ハンドル属性」を参照し
てください。

次の表は、OCI用に定義されているハンドルを示しています。それぞれのハンドル・タイプ
については、OCIコールでハンドル・タイプを識別するために使用される、Cデータ型およ
びハンドル・タイプ定数をリストしています。

表表表表 2-1  OCIハンドル・タイプハンドル・タイプハンドル・タイプハンドル・タイプ 

C 型型型型 説明説明説明説明 ハンドル型ハンドル型ハンドル型ハンドル型

OCIEnv OCI環境ハンドル OCI_HTYPE_ENV

OCIError OCIエラー・ハンドル OCI_HTYPE_ERROR

OCISvcCtx OCIサービス・コンテキスト・ハンドル OCI_HTYPE_SVCCTX

OCIStmt OCI文ハンドル OCI_HTYPE_STMT

OCIBind OCIバインド・ハンドル OCI_HTYPE_BIND

OCIDefine OCI定義ハンドル OCI_HTYPE_DEFINE

OCIDescribe OCI記述ハンドル OCI_HTYPE_DESCRIBE

OCIServer OCIサーバー・ハンドル OCI_HTYPE_SERVER

OCISession OCIユーザー・セッション・ハンドル OCI_HTYPE_SESSION

OCITrans OCIトランザクション・ハンドル OCI_HTYPE_TRANS

OCIComplexObject OCI複合オブジェクト検索（COR）ハンドル OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT

OCIThreadHandle OCIスレッド・ハンドル 該当なし

OCISubscription OCIサブスクリプション・ハンドル OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION

OCIDirPathCtx OCIダイレクト・パス・コンテキスト・ハンド
ル

OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX
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ハンドルの割当てと解放ハンドルの割当てと解放ハンドルの割当てと解放ハンドルの割当てと解放
アプリケーションでは、すべてのハンドル（バインド・ハンドル、定義ハンドルおよびス
レッド・ハンドルは除く）が、特定の環境ハンドルに対して割り当てられます。環境ハンド
ルをパラメータの 1つとして、ハンドル割当てコールに渡します。こうして、割り当てられ
たハンドルは、その特定の環境に固有のものとなります。

バインド・ハンドルおよび定義ハンドルは、文ハンドルを親として割り当てられ、そのハン
ドルによって表される文についての情報を含みます。

注意注意注意注意 : バインド・ハンドルおよび定義ハンドルは、OCIライブラリにより暗黙的に割り
当てられるため、ユーザーからの割当ては不要です。

図 2-3の「ハンドルの階層」 は、さまざまなハンドル・タイプ間の関係を示しています。

ユーザー割当てハンドルは、すべて OCIハンドル割当てコール OCIHandleAlloc()によって
割り当てられます。

注意注意注意注意 : 環境ハンドルは、OCIEnvInit()のコールによって割当ておよび初期化が行われま
す。このコールはすべての OCIアプリケーションで必要です。

スレッド・ハンドルは、OCIThreadHndInit()コールによって割り当てられます。

アプリケーションは、ハンドルが不要になった時点で全ハンドルを解放する必要がありま
す。ハンドルは OCIHandleFree()関数によって解放されます。

注意注意注意注意 : 親ハンドルが解放されると、それに関連付けられた子ハンドルもすべて解放され、
それ以降使用できなくなります。たとえば、文ハンドルが解放されると、それに関連付
けられたバインド・ハンドルおよび定義ハンドルも解放されます。

OCIDirPathColArray OCIダイレクト・パス列配列ハンドル OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_
ARRAY

OCIDirPathStream OCIダイレクト・パス・ストリーム・ハンドル OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM

OCIProcess OCIプロセス・ハンドル OCI_HTYPE_PROC

表表表表 2-1  OCIハンドル・タイプハンドル・タイプハンドル・タイプハンドル・タイプ (続き続き続き続き )

C 型型型型 説明説明説明説明 ハンドル型ハンドル型ハンドル型ハンドル型
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図図図図 2-3  ハンドルの階層ハンドルの階層ハンドルの階層ハンドルの階層

ハンドルを使うことにより、グローバル変数は不要になります。また、エラー報告が簡単に
なります。エラー・ハンドルは、エラーと診断情報を戻すために使用します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIハンドルの割当てと使用方法を説明するサンプル・コードは、付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」の例題プログラムを参照してください。

以降の項では、各種のハンドルについて詳しく説明します。

環境ハンドル環境ハンドル環境ハンドル環境ハンドル
環境ハンドルは、すべての OCI関数を呼び出すコンテキストを定義します。各環境ハンドル
には、メモリー・キャッシュがあり、これによって、それぞれ独自の環境を持つ各スレッド
で迅速なメモリー管理ができます。複数のスレッドで単一の環境を共有する場合、スレッド
はキャッシュへのアクセスをブロックする場合があります。

環境ハンドルは、parenthパラメータとして OCIHandleAlloc()コールに渡されます。この
コールは、バインド・ハンドルと定義ハンドルを除くすべてのハンドル型を割り当てます。
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エラー・ハンドルエラー・ハンドルエラー・ハンドルエラー・ハンドル
エラー・ハンドルは、ほとんどの OCIコールにパラメータとして渡されます。エラー・ハン
ドルは、OCI操作中に発生したエラーについての情報をメンテナンスします。コールでエ
ラーが発生した場合、エラー・ハンドルを OCIErrorGet()に渡して、発生したエラーに関す
る追加情報を取得することができます。

エラー・ハンドルの割当ては、OCIアプリケーションの最初のステップの 1つです。

サービス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドルサービス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドルサービス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドルサービス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドル
サービス・コンテキスト・ハンドルは、サーバーに対する OCIコールの操作コンテキストを
決定する属性を定義します。サービス・コンテキストには、サーバー接続、ユーザー・セッ
ションおよびトランザクションを示す 3つのハンドルが含まれています。これらの属性を、
次の図 2-4の「サービス・コンテキストのコンポーネント」に示します。

図図図図 2-4  サービス・コンテキストのコンポーネントサービス・コンテキストのコンポーネントサービス・コンテキストのコンポーネントサービス・コンテキストのコンポーネント

■ サーバー・ハンドルは、データ・ソースを識別します。これは、接続指向のトランス
ポート・メカニズムによって物理接続に変換されます。

■ ユーザー・セッション・ハンドルは、ユーザーのロールおよび権限（ユーザーのセキュ
リティ・ドメインとも呼ばれる）、コールを実行するための操作コンテキストを定義し
ます。

■ トランザクション・ハンドルは、SQL操作を実行するためのトランザクションを定義し
ます。トランザクション・コンテキストには、フェッチ状態やパッケージのインスタン
ス化などの、ユーザー・セッション状態の情報が含まれています。 

この方法によるサービス・コンテキストの分析は、拡張性を提供し、プログラマは、洗練さ
れた 3層アプリケーションとトランザクション処理（TP）モニターを作成して、複数のアプ
リケーション・サーバーと異なるトランザクション・コンテキスト上の複数のユーザーの要
求を実行できます。

サービス・コンテキスト・ハンドルを使用する際は、その前に OCIHandleAlloc()または
OCILogon()によって、割当てと初期化を行う必要があります。サービス・コンテキスト・ハ
ンドルは、OCIHandleAlloc()によって明示的に割り当てられます。また、サーバー・ハンド
ル、セッション・ハンドルおよびトランザクション・ハンドルでは、OCIAttrSet()を使って
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初期化できます。サービス・コンテキスト・ハンドルが OCILogon()によって暗黙的に割り
当てられている場合には、すでに初期化されています。 

データベース接続単位に常時シングル・ユーザー・セッションだけをメンテナンスするアプ
リケーションでは、OCILogon()をコールして、初期化されたサービス・コンテキスト・ハン
ドルを取得することができます。

より複雑なセッション管理を必要とするアプリケーションでは、サービス・コンテキストを
明示的に割り当てる必要があります。また、サーバー・ハンドルおよびユーザー・セッショ
ン・ハンドルは、それぞれ OCIServerAttach()および OCISessionBegin()をコールして、サー
ビス・コンテキストへ明示的に設定する必要があります。 

グローバル・トランザクションの場合、またはセッションに対してアクティブなトランザク
ションが複数存在する場合は、アプリケーションでトランザクションを明示的に定義する必
要がある場合があります。また、アプリケーションでは、データベースの内容を変更した際
に作成された暗黙的トランザクションを扱うことができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランザクションの詳細は、8-2ページの「トランザクション」を参照してく
ださい。サーバー接続およびユーザー・セッションの確立の詳細は、2-18ページの「初
期化および接続、セッション作成」および 8-10ページの「パスワードおよびセッション
の管理」を参照してください。

文ハンドルおよびバインド・ハンドル、定義ハンドル文ハンドルおよびバインド・ハンドル、定義ハンドル文ハンドルおよびバインド・ハンドル、定義ハンドル文ハンドルおよびバインド・ハンドル、定義ハンドル
文ハンドルは、SQL文または PL/SQL文と、それぞれに関連付けられた属性を識別するコ
ンテキストです。

図図図図 2-5  文ハンドル文ハンドル文ハンドル文ハンドル

入力変数に関する情報は、バインド・ハンドルに格納されます。OCIライブラリでは、
OCIBindByName()または OCIBindByPos()関数でバインドされた各プレースホルダのバイン
ド・ハンドルが割り当てられます。ユーザーがバインド・ハンドルを割り当てる必要はあり
ません。バインド・ハンドルは、バインド・コールによって暗黙的に割り当てられます。

問合せでフェッチされ戻されたデータは、定義ハンドルの指定に従って変換され、格納され
ます。また OCIライブラリによって、OCIDefineByPos()で定義された各出力変数の定義ハン
ドルが割り当てられます。ユーザーが定義ハンドルを割り当てる必要はありません。定義ハ
ンドルは、定義コールによって暗黙的に割り当てられます。
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バインド・ハンドルおよび定義ハンドルは、文ハンドルが解放されたとき、または文ハンド
ルに文が準備されたときに、解放されます。

文コンテキスト・データ（文ハンドルに関連付けられたデータ）は共有できます。OCI共有
モードの詳細は、2-19ページの「共有データ・モード」を参照してください。

記述ハンドル記述ハンドル記述ハンドル記述ハンドル
記述ハンドルは、OCI記述コールである OCIDescribeAny()によって使用されます。このコー
ルは、関数やプロシージャなどデータベース内のスキーマ・オブジェクトに関する情報を取
得します。このコールでは、記述されているオブジェクトに関する情報とともに、パラメー
タの 1つとして記述ハンドルが使用されます。コールが完了すると、記述ハンドルには、そ
のオブジェクトに関する情報が含まれています。OCIアプリケーションでは、パラメータ記
述子の属性を通して記述情報を取得します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIDescribeAny()関数の使用方法の詳細は、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。

複合オブジェクト検索ハンドル複合オブジェクト検索ハンドル複合オブジェクト検索ハンドル複合オブジェクト検索ハンドル
複合オブジェクト検索（COR）ハンドルは、Oracleデータベース・サーバー内のオブジェク
トを操作する一部の OCIアプリケーションによって使用されます。このハンドルには、他の
オブジェクトによって参照されるオブジェクトの検索について指示する COR記述子が含ま
れています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複合オブジェクト検索および複合オブジェクト検索ハンドルの詳細は、10-19
ページの「複合オブジェクト検索」を参照してください。

スレッド・ハンドルスレッド・ハンドルスレッド・ハンドルスレッド・ハンドル
スレッド・ハンドルの詳細は、9-2ページの「OCIThreadパッケージ」を参照してくださ
い。

サブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドル
サブスクリプション・ハンドルは、サブスクリプションへの登録を行う OCIクライアント・
アプリケーションによって使われ、データベース・イベントまたは AQ名前領域内のイベン
トの通知を受け取るために使われます。サブスクリプション・ハンドルは、クライアントか
らの登録に関するすべての情報をカプセル化します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パブリッシュ － サブスクライブおよびサブスクリプション・ハンドルの割当
ての詳細は、9-28ページの「パブリッシュ－サブスクライブの通知」を参照してくださ
い。
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ダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドル
ダイレクト・パス・ハンドルは、Oracleデータベース・サーバー内でダイレクト・パス・
ロード・エンジンを利用する OCIアプリケーションに必要です。ダイレクト・パス・ロー
ド・インタフェースを使って、アプリケーションから Oracle Serverのダイレクト・ブロッ
ク・フォーマッタにアクセスできます。

図図図図 2-6  ダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドルダイレクト・パス・ハンドル

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ダイレクト・パス・ロード、およびダイレクト・パス・ハンドルの割当ての
詳細は、9-36ページの「ダイレクト・パス・ロード」を参照してください。ハンドル属
性の詳細は、A-39ページの「ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性」を参照し
てください。

プロセス・ハンドルプロセス・ハンドルプロセス・ハンドルプロセス・ハンドル
プロセス・ハンドルは、共有データ構造モードを使ってグローバル・パラメータを設定
する OCIアプリケーション専用のハンドルです。2-19ページの「共有データ・モード」
を参照してください。

ハンドル属性ハンドル属性ハンドル属性ハンドル属性
すべての OCIハンドルには、それに対応する属性があります。属性は、ハンドルに格納され
ているデータを表します。ハンドル属性は、属性取得コール OCIAttrGet()を使用して読み込
むことができます。また、属性設定コール OCIAttrSet()を使用して、変更することもできま
す。

たとえば、次の文では OCI_ATTR_USERNAME属性に書き込むことで、セッション・ハン
ドルにユーザー名を設定しています。

text username[] = "scott";
err = OCIAttrSet ((dvoid*) mysessp, OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid*) username, 
      (ub4) strlen(username), OCI_ATTR_USERNAME,
      (OCIError *) myerrhp);

コールの前に特定のハンドル属性を設定することが必要な OCI関数もあります。たとえば、
ユーザーのログイン・セッションを確立するために OCISessionBegin()をコールする場合は、
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コールの実行前にユーザー名とパスワードをユーザー・セッション・ハンドルに設定する必
要があります。

完了後、ハンドル属性に有用なデータを戻す OCI関数もあります。たとえば、
OCIStmtExecute()をコールして SQL問合せを実行した場合は、選択リスト項目に関する記述
情報が文ハンドルに戻されます。

ub4 parmcnt; 
/* 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); 

すべてのハンドル属性のリストは、付録 Aの「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してく
ださい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 設定中のユーザー名とパスワードのハンドル属性の例は、15-28ページの
OCIAttrGet()の説明を参照してください。

ユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当て
環境ハンドルを初期化する OCIEnvInit()コール、および汎用ハンドル割当てコール
（OCIHandleAlloc()）、記述子 /ロケータ割当てコール（OCIDescriptorAlloc()）のパラメータ・
リストには、xtramem_szパラメータが含まれます。このパラメータは、ユーザーに対して、
そのハンドルとともに割り当てられるメモリー・チャンク・サイズを指定するために使われ
ます。

通常、アプリケーションでは、このパラメータを使って、ハンドルと同じ存続期間を持つア
プリケーション定義の構造体を割り当てます。この構造体は、アプリケーション
「bookkeeping」またはコンテキスト情報の保存に使われます。

xtramem_szパラメータを使用すると、アプリケーションは、各ハンドルの割当てや割当て解
除にあわせて、メモリーを明示的に割り当てたり解除したりする必要はありません。メモ
リーはハンドルとともに割り当てられるため、ハンドルを解放するとユーザーのデータ構造
も解放されます。
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記述子およびロケータ記述子およびロケータ記述子およびロケータ記述子およびロケータ
OCIの記述子およびロケータは、データ固有の情報をメンテナンスする不透明なデータ構造
体です。OCIには、6種類の記述子とロケータがあります。これらの記述子とロケータ、お
よび Cデータ型、その型の記述子を OCIDescriptorAlloc()のコール内で割り当てるために使
用する OCI型定数を次の表に示します。OCIDescriptorFree()関数は、記述子とロケータを解
放します。 

注意注意注意注意 : OCILobLocatorは単一の C型ロケータですが、このロケータには、内部 LOBお
よび外部 LOBに対して異なる OCI型定数が割り当てられます。後述の LOBロケータ
の項で、この違いについて説明します。

各記述子型の主な用途は次のとおりです。各記述子型については、後述の項で説明します。

■ OCISnapshot - 文の実行時に使用。

■ OCILOBLocator - LOBコール（OCI_DTYPE_LOB）または FILEコール（OCI_DTYPE_
FILE）で使用。

■ OCIParam - 記述コールで使用。

■ OCIRowid - ROWID値のバインドまたは定義で使用。

■ OCIComplexObjectComp - 複合オブジェクト検索で使用。

表表表表 2-2  記述子タイプ記述子タイプ記述子タイプ記述子タイプ

C 型型型型 説明説明説明説明 OCI型定数型定数型定数型定数

OCISnapshot スナップショット記述子 OCI_DTYPE_SNAP

OCILobLocator LOBデータ型ロケータ OCI_DTYPE_LOB

OCILobLocator FILEデータ型ロケータ OCI_DTYPE_FILE

OCIParam 読込み専用パラメータ記述子 OCI_DTYPE_PARAM

OCIRowid ROWID記述子 OCI_DTYPE_ROWID

OCIComplexObjectComp 複合オブジェクト記述子 OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP

OCIAQEnqOptions アドバンスト・キューイング・エン
キュー・オプション

OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS

OCIAQDeqOptions アドバンスト・キューイング・デキュー・
オプション

OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS

OCIAQMsgProperties アドバンスト・キューイング・メッセー
ジ・プロパティ

OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES

OCIAQAgent アドバンスト・キューイング・エージェン
ト

OCI_DTYPE_AQAGENT

OCIAQNotify アドバンスト・キューイング通知 OCI_DTYPE_AQNFY
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■ OCIAQEnqOptions、OCIAQDeqOptions、OCIAQMsgProperties、OCIAQAgent - 
アドバンスト・キューイングで使用。

■ OCIAQNotify - publish-subscribe通知で使用。

スナップショット記述子スナップショット記述子スナップショット記述子スナップショット記述子
スナップショット記述子は、コール実行関数 OCIStmtExecute()のオプション・パラメータで
す。この記述子は、特定のデータベース・スナップショットに対する問合せが実行されるこ
とを示します。データベース・スナップショットは、ある特定の時点におけるデータベース
の状態を表します。

スナップショット記述子は、OCIDescriptorAlloc()のコールで、OCI_DTYPE_SNAPを type
パラメータとして渡すことによって割り当てられます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIStmtExecute()およびデータベース・スナップショットの詳細は、4-6ペー
ジの「実行スナップショット」を参照してください。

LOB/FILEデータ型ロケータデータ型ロケータデータ型ロケータデータ型ロケータ
LOB（ラージ・オブジェクト）は、最大 4GB（ギガバイト）のバイナリ（BLOB）または文
字（CLOB）データを保持できる Oracleデータ型です。データベース内では、LOBロケー
タと呼ばれる明確でないデータ構造が、データベース行の LOB列、またはオブジェクトの
LOB属性の位置に格納されます。このロケータは、別の位置に格納されている実際の LOB
値を指すポインタとして機能します。

OCI LOBロケータは、LOB（BLOBまたは CLOB）または FILE（BFILE）に対する OCI操
作の実行に使われます。OCI関数は、実際の LOB値をパラメータとして受け取りません。
すべての OCIコールは、LOBロケータに対して作用します。この記述子 OCILobLocator
は、FILEへの操作にも使われます。

LOBロケータは、OCIDescriptorAlloc()のコールで、BLOBまたは CLOBの typeパラメータ
としての OCI_DTYPE_LOB、および BFILEの OCI_DTYPE_FILEを渡すことによって割り当
てられます。

警告警告警告警告 : これらの 2つの LOBロケータ型を互いに交換することはできません。BLOBか
CLOBをバインドまたは定義するとき、アプリケーションは、OCI_DTYPE_LOBを使用
してロケータが適切に割り当てられているか注意してください。同様に、BFILEをバイ
ンドまたは定義するとき、アプリケーションは、OCI_DTYPE_FILEを使用してロケー
タが割り当てられていることを確認してください。 

OCIアプリケーションでは、選択リストの要素として LOB列または属性を含む SQL文を発
行することによって、サーバーから LOBロケータを検索できます。その場合、アプリケー
ションは最初に LOBロケータを割り当て、次にそれを使用して出力変数を定義します。同
じように、LOBロケータは、SQL文で LOBとプレースホルダとの間の関連付けを行うバイ
ンド操作の一部として使用できます。
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LOBロケータのデータ型（OCILobLocator）は、Oracle7 Serverに接続している場合には
データ型として無効です。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIの LOB操作の詳細は、第 7章の「LOBおよび FILE操作」を参照してく
ださい。

パラメータ記述子パラメータ記述子パラメータ記述子パラメータ記述子
OCIアプリケーションは、パラメータ記述子を使用して、選択リスト列またはスキーマ・オ
ブジェクトについての情報を取得します。この情報は、記述操作を通して取得されます。

パラメータ記述子の割当てが、OCIDescriptorAlloc()を使用して行われることはありません。
パラメータ記述子は、OCIParamGet()コールを使用してパラメータの位置を指定することに
よって、記述ハンドルまたは文ハンドル、複合オブジェクト検索ハンドルの属性としてのみ
取得できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラメータ記述子の取得と使用方法の詳細は、第 6章の「スキーマ・メタ
データの記述」および 4-10ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

ROWID記述子記述子記述子記述子
ROWID記述子（OCIRowid）は、Oracle ROWIDを検索して使用する必要があるアプリ
ケーションで使用します。ROWIDのサイズと構造は、Oracleリリース 7から Oracleリ
リース 8になって変更されており、ユーザーに対して不透明になっています。Oracle OCIリ
リース 8を使用して ROWIDを操作するために、アプリケーションでは SQL選択リスト内
の ROWIDの位置に対応する ROWID記述子を定義し、その記述子内の ROWIDを検索でき
ます。この同じ記述子を、後で INSERT文またはWHERE句の入力変数にバインドできま
す。

また、文の実行後に文ハンドルで OCIAttrGet()を使い、ROWIDを記述子にリダイレクトで
きます。

複合オブジェクト記述子複合オブジェクト記述子複合オブジェクト記述子複合オブジェクト記述子
複合オブジェクト記述子およびその使用方法の詳細は、10-19ページの「複合オブジェクト
検索」を参照してください。

アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子
アドバンスト・キューイング記述子および関連する記述子の詳細は、9-24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。
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ユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当て
OCIDescriptorAlloc()コールには、そのパラメータ・リストに xtramem_szパラメータが含ま
れています。このパラメータは、記述子またはロケータとともに割り当てるユーザー・メモ
リー量を指定するのに使用します。

通常、アプリケーションは、このパラメータを使用して、記述子またはロケータと同じ存続
期間を持つアプリケーション定義の構造体を割り当てます。この構造体は、アプリケーショ
ン「bookkeeping」またはコンテキスト情報の保存に使用できます。

xtramem_szパラメータを使用すると、アプリケーションでは、各記述子またはロケータを割
り当てたり割当て解除するたびに、メモリーを明示的に割り当てたり、割当て解除する必要
はありません。メモリーは記述子またはロケータとともに割り当てられるため、記述子また
はロケータを解放すると（OCIDescriptorFree()により）、ユーザーのデータ構造も解放されま
す。

OCIHandleAlloc()コールには、ハンドルと同じ存続期間を持つユーザー・メモリーを割り当
てるための同様のパラメータがあります。

OCIEnvCreate()コールおよび OCIEnvInit()コールには、環境ハンドルと同じ存続期間を持つ
ユーザー・メモリーを割り当てるための同様のパラメータがあります。

OCIプログラミング・ステッププログラミング・ステッププログラミング・ステッププログラミング・ステップ
この後の各項では、OCIアプリケーションで実行する各ステップについて詳しく説明しま
す。いくつかのステップは、オプションです。たとえば、文が問合せでない場合には、選択
リスト項目を記述または定義する必要はありません。

注意注意注意注意 : SQL文処理のための OCIコールの使用方法を説明するコード例は、付録 Dの最
初のサンプル・プログラムを参照してください。

実行時に動的にデータを供給する特殊なケースの詳細は、5-30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。

構造の配列を伴う操作の特別な考慮点の詳細は、5-17ページの「構造体の配列」を参照して
ください。

OCIプログラム内での SQL文の処理に伴うステップのアウトラインは、2-26ページの「エ
ラー処理」を参照してください。

OCIを使ったマルチスレッド・アプリケーションのプログラミングの詳細は、8-13ページの
「スレッド・セーフティ」を参照してください。

SQL文の種類の詳細は、1-7ページの「SQL文」を参照してください。

次の各項では、OCIリリース 8.0のアプリケーションで必要なステップについて説明します。

■ 初期化および接続、セッション作成

■ SQL文の処理
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■ コミットまたはロールバック

■ アプリケーションの終了

■ エラー処理

また、OCI関数のいずれか、またはすべてのステップ間で、アプリケーション固有の処理も
発生します。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : OCIのプログラマは、明示的な解析ステップが OCIプログ
ラムで不要になったことに注意してください。これは、8.0のアプリケーションでは、
DML文と DDL文の両方に対して実行コマンドを発行する必要があるということです。 

初期化および接続、セッション作成初期化および接続、セッション作成初期化および接続、セッション作成初期化および接続、セッション作成
この項では、Oracle OCI環境を初期化し、サーバーとの接続を確立して、ユーザーがデータ
ベースに対してアクションを実行できるように許可する方法を説明します。

この項では、OCI環境を初期化するための 3つの主要なステップについて説明します。

1. OCI環境の初期化

2. ハンドルおよび記述子の割当て

3. アプリケーションの初期化、接続およびセッション

さらに、この項では OCIアプリケーションの接続モードについても説明します。

OCI環境の初期化環境の初期化環境の初期化環境の初期化
各 OCIファンクション・コールは、OCIEnvCreate()コールで作成された環境のコンテキスト
内で実行されます。このコールは、他の OCIコールよりも先に行う必要があります。唯一の
例外は、OCI共有モードのプロセスレベルの属性を設定する場合です。2-19ページの「共有
データ・モード」を参照してください。

OCIEnvCreate()の modeパラメータでは、OCIライブラリ関数をコールするアプリケーショ
ンが、スレッド環境で実行されるかどうか（mode = OCI_THREADED）、オブジェクトを使
用するかどうか（mode = OCI_OBJECT）、共有データ構造を利用するかどうか（mode=OCI_
SHARED）、およびサブスクリプションを利用するかどうか（mode=OCI_EVENTS）を指定
します。これらのモードは、環境ごとに設定できます。

アプリケーションがオブジェクトのバインドおよび定義を行っている場合、または OCIのオ
ブジェクト・ナビゲーション・コールを使っている場合には、オブジェクト・モードでの初
期化が必要です。また、アプリケーションでこれらの機能をすべて使わないようにしたり
（mode = OCI_DEFAULT）、垂直バーで区切って組み合せて使うこともできます。たとえば、
mode = (OCI_THREADED | OCI_OBJECT)を指定すると、アプリケーションはスレッド環境
で動作し、オブジェクトを使います。

また、OCI環境ごとにユーザー定義のメモリー管理関数を指定できます。
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注意注意注意注意 : 以前のリリースでは、個別のプロセスレベルの初期化を明示的に行う必要があり
ました。この初期化は自動化されたため、明示的なプロセスレベルの初期化は必要あり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 初期化コールの詳細は、15-89ページの OCIEnvCreate()および 15-94ページ
の OCIInitialize()の説明を参照してください。OCIを使ったマルチスレッド・アプリ
ケーションのプログラミングの詳細は、8-13ページの「スレッド・セーフティ」を参照
してください。オブジェクト付き OCIプログラミングの詳細は、第 10章の「OCIオブ
ジェクト・リレーショナル ・プログラミング」を参照してください。パブリッシュ － 
サブスクライブ機能の使用方法の詳細は、9-28ページの「パブリッシュ－サブスクライ
ブの通知」を参照してください。

共有データ・モード共有データ・モード共有データ・モード共有データ・モード
SQL文が処理されると、基礎となる一定のデータがその文に関連付けられます。このデータ
には、文テキストとバインド・データの情報、問合せの定義情報と記述情報が含まれます。
同一の SQL文の集合が、同一のホスト上のアプリケーションの複数のインスタンスで実行
される場合、それらのアプリケーションでこのデータを共有できます。

OCIアプリケーションを共有モードで初期化すると、共通の文データが複数の文ハンドルで
共有されるため、アプリケーションのメモリーの節約になります。1つまたは複数の接続で、
同一のスキーマ内の複数のユーザー・セッションで同一の SQL文を実行する、複数の文ハ
ンドルを作成するアプリケーションの場合、メモリーの節約に役立ちます。 

共有モード機能がなければ、OCI文ハンドルを使った問合せの実行において、メタデータを
格納するために各実行に専用のメモリーが必要になる可能性があります。その場合、必要な
メモリーの合計量は、すべてのプロセスで実行される文の数と、各文ハンドルに必要なメモ
リー量を乗算した値とほぼ同じになります。しかし、共有モード機能を使った場合は、文ハ
ンドルの一般的なメモリの大部分が、同じ文を実行するすべてのプロセスで共有されるた
め、すべてのプロセスで使用されるメモリー合計量は、前述のケースとプロセス数が同じ場
合でも、大幅に小さくなります。共有モードで実行される文の数が増えるにつれて、1文ハ
ンドル当たりに必要なメモリー量は、共有モードを使わないケースに比べて大幅に小さくな
ります。

共有データ構造モードは、以下の場合効果があります。 

■ 同一アプリケーションの複数のインスタンスが、同一マシン上で実行され、複数のクラ
イアントにサービスする場合。これらの各インスタンスでは、同一 SQL文を実行し、
固有のバインド値で区別されます。 

■ 1つまたは複数の接続で、複数のユーザーに対して同一の文を実行するサービス・ス
レッドが、アプリケーション・プロセスによって分岐される場合。このシナリオでも、
上記と同じメモリーの節約を実現できます。 

■ アプリケーションの種類が、SQLドライバおよび他の中層アプリケーションである場
合。 
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注意注意注意注意 : 複数の単一問合せを同時に実行しない小さいアプリケーションでは、この機能の
利点を生かすことができません。

OCIの共有機能を使用するにはいくつかの方法があります。既存のアプリケーションの場
合、コードを変更することなく、この機能の利点を簡単に確認できます。これらのアプリ
ケーションでは、環境変数を設定することにより、OCI共有モードをトリガーできます。新
しいアプリケーションでは、OCI APIコールを使って共有モード機能をトリガーする必要が
あります。

OCI関数の使用方法関数の使用方法関数の使用方法関数の使用方法
OCI共有モード機能をトリガーするには、プロセス・ハンドル・パラメータを設定し、モー
ド・フラグを OCI_SHAREDに設定して OCIInitialize()をコールする必要があります。たと
えば、次のとおりです。

ub4 mode = OCI_SHARED | OCI_THREADED;
OCIInitialize (mode, 0, 0, 0, 0);

最初のアプリケーションでは、OCIを共有モードで初期化し、その OCIアプリケーション
によって設定されたパラメータを使って、共有サブシステムを起動します。後続のアプリ
ケーションは共有モードで初期化され、直前に起動された共有サブシステムを使用します。
OCI共有モード・システム用に設定および読込み可能なパラメータの詳細は、A-49ページ
の「プロセス・ハンドルの属性」を参照してください。

OCIアプリケーションが共有モードで初期化されている場合は、準備および実行されるすべ
ての文では、デフォルトで共有サブシステムを使います。特定の SQL文の実行に共有サブ
システムを使わない場合は、OCIStmtPrepare()で OCI_NO_SHARINGフラグを使うことが
できます。たとえば、次のとおりです。

OCIStmtPrepare(stmthp, (CONST text *)createstmt,
              (ub4)strlen((char *)updstmt), (ub4)OCI_NTV_SYNTAX,
              (ub4)OCI_NO_SHARING);

OCI_NO_SHARINGフラグは、プロセスが共有モードで初期化されていない場合は無効で
す。15-170ページの OCIStmtPrepare()を参照してください。

プロセスを共有メモリー・サブシステムから連結解除するには、OCITerminate()コールを使
用します。15-107ページの OCITerminate()を参照してください。

環境変数の使用方法環境変数の使用方法環境変数の使用方法環境変数の使用方法
環境変数 OCI_SHARED_MODEおよび OCI_NUM_SHARED_PROCSは、OCI共有モード
機能の設定に使うことができます。ただし、この方法はお薦めしません。この手順は、既存
のアプリケーションで共有モード機能を確認するためのものです。

OCI_SHARED_MODE  OCIアプリケーションをトリガーして共有モードで実行するには、
OCIプログラムを実行する前に、環境変数 OCI_SHARED_MODEを設定します。この変数
を設定するには、次のコマンドを発行します。
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setenv OCI_SHARED_MODE number

numberは共有メモリー・アドレス・スペースのサイズです。たとえば、次のとおりです。

setenv OCI_SHARED_MODE 20000000

共有サブシステムが動作していない場合は、この変数を設定すると、指定したサイズで共有
メモリー・アドレス・スペースが作成され、サブシステムが起動します。必要な共有メモ
リーのサイズは、アプリケーションの性質によって決まり、SQL文および SQL文からアク
セスされる基礎となる表のサイズと種類によって変わります。 

OCI_NUM_SHARED_PROCS  共有サブシステムに接続可能なプロセスの最大数を設定する
には、環境変数 ORA_OCI_NUM_SHARED_PROCSを設定します。この変数を設定するに
は、次のコマンドを発行します。

setenv OCI_NUM_SHARED_PROCS number

numberは、プロセスの最大数です。たとえば、次のとおりです。

setenv OCI_NUM_SHARED_PROCS   20

ORA_OCI_NUM_SHARED_PROCSは、共有サブシステムを起動するための初期化パラメー
タです。この変数は、共有サブシステムがすでに実行中の場合は無効です。

ハンドルおよび記述子の割当てハンドルおよび記述子の割当てハンドルおよび記述子の割当てハンドルおよび記述子の割当て
Oracleは、ハンドルと記述子を割り当てたり割当て解除するために、OCI関数を提供しま
す。ハンドルは、OCIHandleAlloc()を使用して割り当てた後、OCIコールに渡す必要があり
ます（OCIBindByPos()のように、OCIコールがユーザーにかわってハンドルを割り当てる場
合は除きます）。

OCIHandleAlloc()を使用して、次の種類のハンドルを割り当てることができます。

■ エラー・ハンドル

■ サービス・コンテキスト・ハンドル

■ 文ハンドル

■ 記述ハンドル

■ サーバー・ハンドル

■ ユーザー・セッション・ハンドル

■ トランザクション・ハンドル

■ 複合オブジェクト検索ハンドル

■ サブスクリプション・ハンドル
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■ ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドル

■ ダイレクト・パス列配列ハンドル

■ ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドル

■ プロセス・ハンドル

アプリケーションの機能に応じて、これらのハンドルのいくつかまたはすべてを割り当てる
必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIHandleAlloc()コールの使用方法の詳細は、15-34ページの
OCIHandleAlloc()の説明を参照してください。

アプリケーションの初期化および接続、セッション作成アプリケーションの初期化および接続、セッション作成アプリケーションの初期化および接続、セッション作成アプリケーションの初期化および接続、セッション作成
アプリケーションでは、OCIEnvCreate()をコールして OCI環境ハンドルを初期化する必要が
あります。

このステップに従ってサーバー接続を確立し、ユーザー・セッションを開始する場合、シン
グル・ユーザーで単一接続 /複数セッションまたは複数接続という 2通りのオプションがあ
ります。

注意注意注意注意 :  OCIEnvCreate()は、OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールのかわりに使用す
る必要があります。OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは、下位互換性のために
サポートされています。 

オプションオプションオプションオプション 1: シングル・ユーザー、単一接続シングル・ユーザー、単一接続シングル・ユーザー、単一接続シングル・ユーザー、単一接続
このオプションは、単純化されたログイン方法です。

アプリケーションが各データベース接続につき常時シングル・ユーザー・セッションだけを
メンテナンスする場合、このアプリケーションは OCIの簡易ログイン・プロシージャを利用
することができます。

アプリケーションから OCILogon()をコールすると、OCIライブラリは、渡されたサービス・
コンテキスト・ハンドルを初期化し、次に、関数にユーザー名とパスワードを渡したユー
ザー用に、指定されたサーバーとの接続を作成します。

OCILogon()のコール例を次に示します。

OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "scott", nameLen, "tiger", 
passwdLen, "oracledb", dbnameLen);

このコールのパラメータには、接続を確立するために使われている、サービス・コンテキス
ト・ハンドル（これから初期化される）、ユーザー名、ユーザーのパスワードおよびデータ
ベースの名前を含めることができます。また、この関数によって、サーバー・ハンドルおよ
びユーザー・セッション・ハンドルも暗黙的に割り当てられます。

アプリケーションがこのログイン方法を使用する場合、サービス・コンテキスト、サーバー
およびユーザー・セッション・ハンドルはすべて「読込み専用」となります。これは、



初期化および接続、セッション作成

OCIプログラミングの基本 2-23

OCIAttrSet()でサービス・コンテキスト・ハンドルの該当する属性を変更することにより、
アプリケーションからセッションまたはトランザクションを切り替えられないことを意味し
ます。

アプリケーションで OCILogon()を使用してセッションおよび権限を作成した場合は、
OCILogoff()を使用してそれらを終了する必要があります。

オプションオプションオプションオプション 2: 複数セッションまたは複数接続複数セッションまたは複数接続複数セッションまたは複数接続複数セッションまたは複数接続
このオプションでは、明示的な連結（アタッチ）コールおよび開始セッション・コールを使
用します。

アプリケーションで、データベース接続での複数のユーザー・セッションを維持する必要が
ある場合、アプリケーションは、別のコールのセットを使用してセッションおよび接続を設
定しなければなりません。これには、サーバーおよび開始セッションに連結するための特定
のコールが含まれます。

■ OCIServerAttach()では、OCI操作用のデータ・サーバーにアクセスするためのアクセ
ス・パスを作成します。

■ OCISessionBegin()では、特定のサーバーに対するユーザーのセッションを確立します。
ユーザーがサーバーに対する操作を実行するには、このコールが必須。

注意注意注意注意 :  OCIServerAttach()コールでのブロック化接続または非ブロック化接続の指定の詳
細は、2-35ページの「非ブロック化モード」を参照してください。

これらのコールにより、データベースに対して SQL文および PL/SQL文を実行できる操作
環境が設定されます。これらのコールを実行する前に、必ずデータベースを起動して実行状
態にしておく必要があります。そうしないと、これらのコールは失敗します。

これらのコールの詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。複
数セッション、複数トランザクションおよび複数接続のメンテナンスの詳細は、第 9章の
「OCIプログラミングの応用」を参照してください。

例例例例
OCI環境の作成および初期化の使用例を次に示します。この例では、サーバー・コンテキス
トを作成し、それをサービス・ハンドルに設定します。次に、ユーザー・セッション・ハン
ドルを作成し、データベース・ユーザー名とパスワードを使用してそれを初期化します。簡
潔な表にするため、エラー・チェックは含まれていません。

main()
{
OCIEnv *myenvhp; /* the environment handle */
OCIServer *mysrvhp; /* the server handle */
OCIError *myerrhp;  /* the error handle */
OCISession *myusrhp;  /* user session handle */

(/* initialize the mode to be the threaded and object environment */
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((void) OCIEnvCreate(&myenvhp, OCI_THREADED|OCI_OBJECT, (dvoid *)0, 
                               mymalloc, myrealloc, myfree, 0, (dvoid **)0) 

(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&mysrvhp,
      OCI_HTYPE_SVR, 0, (dvoid **) 0);

       /* allocate a server handle */

(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&myerrhp,
      OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) 0);

      /* allocate an error handle */

(void) OCIServerAttach (mysrvhp, myerrhp, (text *)"inst1_alias", 
      strlen ("inst1_alias"), OCI_DEFAULT);

      /* create a server context */

(void) OCIAttrSet ((dvoid *)mysvchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, 
       (dvoid *)mysrvhp, (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER, myerrhp);

 /* set the server context in the service context */

(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&myusrhp,
     OCI_HTYPE_SESSION, 0, (dvoid **), 0);

      /* allocate a user session handle */

 (void) OCIAttrSet ((dvoid *)myusrhp, OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"),
      OCI_ATTR_USERNAME, myerrhp);

      /* set username attribute in user session handle */

 (void) OCIAttrSet ((dvoid *)myusrhp, OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"),
      OCI_ATTR_PASSWORD, myerrhp);

      /* set password attribute in user session handle */

 (void) OCISessionBegin ((dvoid *) mysvchp, myerrhp, myusrhp,
      OCI_CRED_RDBMS, OCI_DEFAULT);

 (void) OCIAttrSet (  (dvoid *)mysvchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, 
       (dvoid *)myusrhp, (ub4) 0, OCI_ATTR_SESSION, myerrhp);
    /* set the user session in the service context */
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SQL文の処理文の処理文の処理文の処理
SQL文の処理の詳細は、第 4章の「SQL文の処理」を参照してください。

コミットまたはロールバックコミットまたはロールバックコミットまたはロールバックコミットまたはロールバック
アプリケーションは、OCITransCommit()をコールすることにより、データベースへの変更
をコミットします。このコールは、サービス・コンテキストをパラメータの 1つとして受け
取ります。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は、変更コ
ミット済みのものです。このトランザクションは、アプリケーションで明示的に作成された
か、または、アプリケーションがデータベースを変更したときに暗黙的に作成されたトラン
ザクションである場合があります。

注意注意注意注意 : OCIExecute()コールの OCI_COMMIT_ON_SUCCESSモードを使うと、アプリ
ケーションから、各文の実行終了時にコミットするトランザクションを選択でき、ラウ
ンドトリップを節約できます。

トランザクションをロールバックするには、OCITransRollback()コールを使用します。

通常のログオフ以外の何らかの方法でアプリケーションと Oracleの接続が切断された場合
（たとえばネットワークとの接続が切れるなど）、OCITransCommit()をコールしていないと、
アクティブ・トランザクションはすべて自動的にロールバックされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 暗黙的トランザクションおよびトランザクション処理の詳細は、2-9ページの
「サービス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドル」および 8-2ペー
ジの「トランザクション」を参照してください。

アプリケーションの終了アプリケーションの終了アプリケーションの終了アプリケーションの終了
OCIアプリケーションは、終了する前に、次の 3つのステップを実行しなければなりませ
ん。

1. 各セッションに対して OCISessionEnd()をコールし、ユーザー・セッションを終了しま
す。

2. 各データ・ソースに対して OCISessionEnd()をコールし、データ・ソースへのアクセス
を終了します。

3. 各ハンドルに対し OCIHandleFree()をコールして、明示的に全ハンドルの割当てを解除
します。

4. 環境ハンドルを削除し、環境ハンドルに関連付けられたその他すべてのハンドルの割当
てを解除します。

注意注意注意注意 : 親ハンドルが解放されると、それに関連付けられた子ハンドルもすべて自動的に
解放されます。
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OCIServerDetach()および OCISessionEnd()のコールは、必須ではありません。アプリケー
ションが OCITransCommit()（トランザクション・コミット）をコールしないで終了すると、
保留状態のトランザクションはすべて自動的にロールバックされます。

アプリケーションの終了時に解放されるハンドルを示す例は、付録 Bの「OCIデモ・プログ
ラム」の最初のサンプル・プログラムを参照してください。

注意注意注意注意 : アプリケーションで OCILogon()による簡易ログイン方法を使用した場合は、
OCILogoff()をコールするとセッションが終了し、サーバーとの接続が切断され、サービ
ス・コンテキスト・ハンドルとそれに関連付けられたハンドルが解放されます。ただ
し、アプリケーションにより割り当てた他のハンドルは、そのアプリケーションから解
放しなければなりません。

エラー処理エラー処理エラー処理エラー処理
OCIファンクション・コールには、表 2-3の「OCIリターン・コード」にリストされた一連
のリターン・コードが用意されています。これらのコードにより、コールの成功または失敗
（OCI_SUCCESS、OCI_ERRORなど）や、アプリケーションが必要とするその他の情報
（OCI_NEED_DATA、OCI_STILL_EXECUTINGなど）が示されます。大部分の OCIコール
は、これらのコードの 1つを返します。例外は、2-29ページの「他の値を戻す関数」を参照
してください。

表表表表 2-3  OCIリターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード

OCIリターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード 説明説明説明説明

OCI_SUCCESS 関数は正常に終了しました。

OCI_SUCCESS_WITH_INFO 関数は正常に終了しました。OCIErrorGet()をコールすると、追加診断情報が戻
されます。これには、警告が含まれる場合があります。

OCI_NO_DATA 関数が終了しました。これ以上データはありません。

OCI_ERROR 関数が失敗しました。OCIErrorGet()をコールすると、エラーの追加情報が戻さ
れます。

OCI_INVALID_HANDLE 無効なハンドルがパラメータとして渡されたか、ユーザー・コールバックで無効
なハンドルまたは無効なコンテキストが渡されました。追加診断情報はありませ
ん。

OCI_NEED_DATA アプリケーションで、ランタイム・データを提供する必要があります。

OCI_STILL_EXECUTING サービス・コンテキストが非ブロック化モードで確立されたため、現行の操作は
即時完了できませんでした。この操作を完了するには、これを再度コールする必
要があります。OCIErrorGet()がエラー・コードとして ORA-03123を戻します。

OCI_CONTINUE このコードはコールバック関数からのみ戻されます。これは、コールバック関数
が、OCIライブラリの標準処理再開を示唆していることを示します。
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エラーが発生したことがリターン・コードに示されている場合、アプリケーションでは
OCIErrorGet()をコールして、Oracle固有のエラー・コードおよびメッセージを検索できま
す。OCIErrorGet()へのパラメータの 1つは、エラーが発生したコールに渡されたエラー・
ハンドルです。

注意注意注意注意 : レコードがなくなるまで（OCI_NO_DATAが戻されます）、繰り返し
OCIErrorGet()をコールすると、複数の診断レコードを検索することができます。
OCIErrorGet() は常に最高 1個の診断レコードを戻します。

次のコード例では、エラー・ハンドルが渡されるとエラー情報が戻され、OCIファンクショ
ン・コールからはリターン・コードが戻されます。リターン・コードが OCI_ERRORの場合
は、関数は診断情報を出力します。OCI_SUCCESSの場合は、出力はありません。その他の
リターン・コードの場合は、リターン・コード情報が出力されます。

STATICF 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:
    (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 (errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %s\n", 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;
default:
    break;
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  }
}

切捨ておよび切捨ておよび切捨ておよび切捨ておよび NULLデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コード
表 2-4、表 2-5および表 2-6に、フェッチされたデータが NULLの場合または切り捨てられ
た場合の、OCIリターン・コード、Oracleエラー番号、標識変数および列リターン・コード
を示します。

表表表表 2-4  通常データ通常データ通常データ通常データ - 非非非非 NULL または切捨てなしまたは切捨てなしまたは切捨てなしまたは切捨てなし

表表表表 2-5  NULLデータデータデータデータ

表表表表 2-6  切捨てデータ切捨てデータ切捨てデータ切捨てデータ

標識標識標識標識 - 戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合 標識標識標識標識 - 戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合

OCI_SUCCESS
error = 0

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = 0

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

OCI_SUCCESS
error = 0
return code = 0

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = 0
return code = 0

標識標識標識標識 - 戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合 標識標識標識標識 - 戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合

OCI_ERROR
error = 1405

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = -1

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

OCI_ERROR
error = 1405
return code = 1405

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = -1
return code = 1405

標識標識標識標識 - 戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合 標識標識標識標識 - 戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻さない場合戻さない場合戻さない場合戻さない場合

OCI_ERROR
error = 1406

OCI_ERROR
error = 1406
indicator = data_len

リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード - 
戻す場合戻す場合戻す場合戻す場合

OCI_SUCCESS_WITH_INFO

error = 24345
return code = 1405

OCI_SUCCESS_WITH_INFO

error = 24345
indicator = data_len
return code = 1406
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表 2-6の data_lenは、長さが SB2MAXVAL以下だった場合に、切り捨てられたデータの実
際の長さです。この値を超えている場合は、標識が -2に設定されます。

他の値を戻す関数他の値を戻す関数他の値を戻す関数他の値を戻す関数
一部の関数では、表 2-3にリストされている OCIエラー・コード以外の値を戻します。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。それぞれの関数と戻り値の詳細は、『Oracle8i
コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド Vol.2』のリストを参照してください。

■ OCICollMax()

■ OCIRawPtr()

■ OCIRawSize()

■ OCIRefHexSize()

■ OCIRefIsEqual()

■ OCIRefIsNull()

■ OCIStringPtr()

■ OCIStringSize()

その他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドライン
この項では、Oracleコール・インタフェースを使ってアプリケーションをコーディングする
際に注意すべき、その他の要因を説明します。

パラメータの型パラメータの型パラメータの型パラメータの型
OCI関数には、整数、ハンドル、文字列など、多様なデータ型のパラメータを使うことがで
きます。パラメータの型によっては、注意事項があります。それについては、次の項で説明
します。

パラメータのデータ型およびパラメータの引渡し規則の詳細は、OCI用のファンクション・
コールについて説明している第 15章の「OCIリレーショナル関数」の概要の項目を参照し
てください。

アドレス・パラメータアドレス・パラメータアドレス・パラメータアドレス・パラメータ
アドレス・パラメータでは、変数のアドレスを Oracleに渡します。Cでは、通常スカラー・
パラメータを値で渡すので、Cで開発する場合は、パラメータがアドレスであることに注意
してください。すべてのケースで、ポインタは注意して渡す必要があります。
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整数パラメータ整数パラメータ整数パラメータ整数パラメータ
2進整数パラメータは、サイズがシステムによって異なる数値です。short型 2進整数パラ
メータも、サイズがシステムによって異なる数値ですが、サイズはより短くなります。ご使
用のシステムでのこれらの整数のサイズについては、システム固有の Oracleマニュアルを
参照してください。

文字列パラメータ文字列パラメータ文字列パラメータ文字列パラメータ
文字列は、アドレス・パラメータの特殊な型です。この項では、文字列アドレス・パラメー
タに適用される追加規則について説明します。

文字列をパラメータとして渡すことができる各 OCIルーチンには、文字列長のパラメータも
あります。このパラメータで文字列の長さを設定する必要があります。 

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 旧バージョンの OCIと異なり、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用に -1を渡すことはしないでください。

Null
データベース列に NULLを挿入する方法はいくつかあります。1つは、INSERT文または
UPDATE文のテキスト中でリテラル NULLを使用する方法です。たとえば、次のような
SQL文があるとします。

INSERT INTO emp (ename, empno, deptno)
VALUES (NULL, 8010, 20)

この文では、ENAME列が NULLになります。

別の方法として、OCIバインド・コールで標識変数を使用する方法があります。詳細は、
2-30ページの「標識変数」を参照してください。

NULLを挿入するもう 1つの方法は、バッファ長パラメータと最大長パラメータの両方を、
バインド・コールで 0（ゼロ）に設定する方法です。

注意注意注意注意 : 対応する標識変数が定義コールで指定されているにもかかわらず、その標識変数
を含まない変数に NULL選択リスト項目をフェッチする試みがなされると、Oracleは
SQL92要件に従いエラーを戻します。

標識変数標識変数標識変数標識変数
各バインドと定義 OCIコールには、標識変数（配列を使用する場合は標識変数の配列）を、
DML文または PL/SQL文、問合せに関連付けるパラメータがあります。

ホスト言語には NULL値の概念がありません。したがって、標識変数と入力変数を関連付け
ることによって、関連付けられたプレースホルダが NULLであるかどうかを指定します。
データが Oracleに渡されるとき、これらの標識変数の値によって、NULLがデータベース・
フィールドに割り当てられているかどうかが判別されます。
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出力変数では、標識変数によって、Oracleから戻された値が NULLまたは切り捨てられた
値であるかどうかを判別します。NULLフェッチ（OCIStmtFetch()で）あるいは切捨て
（OCIStmtExecute()または OCIStmtFetch()で）の場合は、OCIコールは OCI_SUCCESS_
WITH_INFOを返します。対応する標識変数は、表 2-8の「出力標識値」にリストされた該
当する値に設定されます。アプリケーションが対応する OCIDefineByPos()コールでリター
ン・コード変数を提供すると、OCIはそのリターン・コード変数に ORA-01405（NULL
フェッチ用）または ORA-01406（切捨て用）の値を割り当てます。

標識変数のデータ型は sb2です。標識変数の配列の場合、各配列要素の型は sb2です。

入力入力入力入力
入力ホスト変数については、OCIアプリケーションは次の値を標識変数に割り当てることが
できます。

表表表表 2-7  入力標識値入力標識値入力標識値入力標識値

出力出力出力出力
出力については、Oracleは次の値を標識変数に割り当てます。

表表表表 2-8  出力標識値出力標識値出力標識値出力標識値

名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および REF 用の標識変数用の標識変数用の標識変数用の標識変数
ほとんどの新しい（リリース 8.0）データ型の標識変数は、前述の説明どおりに機能します。
例外は SQLT_NTY（名前付きデータ型）です。SQLT_REF型のデータでは、他の変数型と

入力標識値入力標識値入力標識値入力標識値 Oracle からのアクションからのアクションからのアクションからのアクション

-1 Oracleは NULLを列に割り当て、入力変数の値は無視します。

>=0 入力変数の値を列に割り当てます。

出力標識値出力標識値出力標識値出力標識値 意味意味意味意味

-2 項目の長さが出力変数の長さよりも長いため、項目を切り捨てま
す。さらに、元の長さが、sb2標識変数で戻せる最大長より長く
なっています。

-1 選択された値が NULLで、出力変数の値は変更されません。

0 完全な値をホスト変数に割り当てます。

>0 項目の長さが出力変数の長さよりも長いため、項目を切り捨てま
す。標識変数に戻された正の値は、切捨て前の実際の長さです。
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同様に、標準のスカラー標識を使用します。SQLT_NTY型のデータの場合、標識変数は標
識構造体へのポインタである必要があります。

オブジェクト型トランスレータ（OTT）を使用してデータベース型を C構造体に変換する
と、各オブジェクト型について NULL標識構造体が生成されます。この構造体には、アト
ミック NULL標識と各オブジェクト属性の標識が含まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : NULL標識構造体の詳細は、このマニュアルの第 14章の「オブジェクト型ト
ランスレータの使用方法」の OTTの説明、および 10-27ページの「NULL」を参照して
ください。

名前付きデータ型および REFの標識パラメータ設定の詳細は、第 15章の
OCIBindByName()および OCIBindByPos()の記述、12-3ページの「名前付きデータ型お
よび REFバインドの情報」および 12-4ページの「名前付きデータ型と REF定義、およ
び PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。

コールの取消しコールの取消しコールの取消しコールの取消し
ほとんどのプラットフォームで、長時間実行されたり繰り返されている OCIコールを取り消
すことができます。これを実行するには、キーボードからオペレーティング・システムの割
込み文字（通常 [CTRL]+[C]）を入力します。

注意注意注意注意 : OCIコールの取消しをカーソルの取消しと混同しないよう注意してください。
カーソルの取消しは、nrowsパラメータを 0（ゼロ）に設定し、OCIStmtFetch()をコー
ルして行います。

長時間実行されたり繰り返されているコールをオペレーティング・システムへの割込みによ
り取り消した場合は、エラー・コード ORA-01013（「ユーザーの要求による現行操作の取消
し」）が戻されます。

サービス・コンテキスト・ポインタまたはサーバー・コンテキスト・ポインタを指定する
と、OCIBreak()関数は、サーバーに関連付けられている現在実行中の OCI関数をすべて即時
（非同期）に打ち切ります。これは通常、サーバーで処理中の長時間実行されている OCI
コールを停止するために使用します。OCIReset()関数は、OCIアプリケーションが
OCIBreak()で関数を異常終了した後、非ブロック化接続に対しプロトコル同期化を実行する
ために必要です。

長時間実行する可能性のあるコールは、非ブロック化コールを使用することによりステータ
スを監視することができます。詳細は、2-35ページの「非ブロック化モード」を参照してく
ださい。

位置づけ更新および位置づけ削除位置づけ更新および位置づけ削除位置づけ更新および位置づけ削除位置づけ更新および位置づけ削除
SELECT...FOR UPDATE OF...文に関連付けられた ROWIDを、後の UPDATE文または
DELETE文に使用できます。ROWIDは文ハンドルに対して OCIAttrGet()をコールすること
により検索でき、これによりこのハンドルの OCI_ATTR_ROWID属性を検索できます。

たとえば、次のような SQL文があるとします。
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SELECT ename FROM emp WHERE empno = 7499 FOR UPDATE OF sal

この場合、フェッチが実行されると、ハンドルの ROWID属性には SELECTされた行の行識
別子が入ります。次のコードのように OCIAttrGet()をコールして、プログラムのバッファに
ROWIDを取り出すことができます。

OCIRowid *rowid;   /* the rowid in opaque format */
/* allocate descriptor with OCIDescriptorAlloc() */
err = OCIAttrGet ((dvoid*) mystmtp, OCI_HTYPE_STMT, 

(dvoid*) &rowid, (ub4 *) 0, OCI_ATTR_ROWID, (OCIError *) myerrhp);

その後、保管された ROWIDを DELETE文または UPDATE文で使用できます。たとえば、
MY_ROWIDが行識別子の保管されているバッファである場合、後で次のような SQL文を
処理できます。

UPDATE emp SET sal = :1 WHERE rowid = :2

これは、新しい salary（給与）をプレースホルダ :1にバインドし、MY_ROWIDを :2に バ
インドして行います。MY_ROWID を :2にバインドする場合は、必ずデータ型コード 104
（ROWID記述子）を使用してください。

プリフェッチを使用して、ROWIDの配列を後続のバッチ更新で使用するために選択できま
す。ROWIDの詳細は、3-5ページの「ユニバーサル ROWID」および 3-12ページの
「ROWID」を参照してください。

予約語予約語予約語予約語
一部の単語は Oracleによって確保されています。つまり、それらの単語は Oracleにとって
特別な意味を持っており、再定義できません。このため、それらの単語を使用して、列、
表、索引などのデータベース・オブジェクトに名前を付けることはできません。SQLおよび
PL/SQL用の Oracleのキーワードまたは予約語のリストを確認するには、『Oracle8i SQLリ
ファレンス 』および『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。

Oracle予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域
表 2-9の「Oracle予約済み名前領域」は、Oracleによって予約されている名前領域のリスト
です。Oracleライブラリ内の関数名の最初の文字列は、このリストの文字列に制限されてい
ます。名前が競合する可能性があるため、これらの文字列で始まる関数名を付けないでくだ
さい。たとえば、SQL*Net Transparent Network Serviceの関数はすべて、文字 NSで始まり
ます。このため、NSで始まる関数名を付けないようにする必要があります。

表表表表 2-9  Oracle 予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域

名前領域名前領域名前領域名前領域 ライブラリライブラリライブラリライブラリ

 XA XA アプリケーション専用の外部関数
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表 2-9の「Oracle予約済み名前領域」のリストには、Oracle予約済み名前領域のすべての関
数は含まれていません。特定の名前領域のすべての関数リストは、該当する Oracleライブ
ラリに対応したドキュメントを参照してください。

関数名関数名関数名関数名
OCIプログラム内でユーザー関数を作成する際は、OCI関数と競合する可能性があるので、
OCIで始まる関数名を付けないでください。

アプリケーションのリンクアプリケーションのリンクアプリケーションのリンクアプリケーションのリンク
アプリケーション・リンク・モードおよび OCI各バージョンの非遅延リンクおよびシング
ル・タスク・リンクへのサポートの詳細は、1-24ページの「アプリケーションのリンクの問
題」を参照してください。

 SQ Oracleのプリコンパイラおよび SQL*Moduleアプリケーション
で使われる外部 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 Nativeサービス製品
SQL*Net RPCプロジェクト
SQL*Net Directory
SQL*Net Network Libraryレイヤー
SQL*Net Net Management Project
SQL*Net Interchange
SQL*Net Transparent Network Service
SQL*Net Drivers
SQL*Net Security Service
SQL*Net V1
SQL*Net Two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

表表表表 2-9  Oracle 予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域予約済み名前領域

名前領域名前領域名前領域名前領域 ライブラリライブラリライブラリライブラリ
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非ブロック化モード非ブロック化モード非ブロック化モード非ブロック化モード
Oracle OCIでは、ブロック化モードまたは非ブロック化モードでサーバー接続を確立するこ
とができます。接続がブロック化モードで行われた場合、結果が正常かエラーかにかかわら
ずコールが完了した場合にだけ、OCIコールはコントロールを OCIクライアント・アプリ
ケーションへ返します。非ブロック化モードでは、コールが完了せずコールから OCI_
STILL_EXECUTINGの値が返されても、コントロールは即時 OCIプログラムへ返されます。
この 2つのモードを図 2-7に示します。

図図図図 2-7  ブロック化モード対非ブロック化モードブロック化モード対非ブロック化モードブロック化モード対非ブロック化モードブロック化モード対非ブロック化モード

非ブロック化モードでは、アプリケーションで各 OCI関数のリターン・コードをテストし、
OCI_STILL_EXECUTINGが戻されるかどうかを確認する必要があります。この場合、OCI
クライアントはこの OCIコールのサーバーでの再試行を待つ間、プログラム論理を継続でき
ます。

非ブロック化モードでは、いったんコールを行うとコントロールが OCIプログラムへ戻され
るため、サーバーにより OCIコールが処理されている間、他の操作を行うことができます。
このモードは、グラフィカル・ユーザー・インタフェース（Graphical User Interface:GUI）
アプリケーションおよびリアルタイム・アプリケーション、分散環境の場合に特に有用で
す。

非ブロック化モードは非割込み駆動で、むしろポーリング・パラダイムに基づいています。
これは、ペンディング状態のコールがサーバーで終了したかどうかを、クライアント・アプ
リケーションがチェックしなければならないことを意味します。クライアント・アプリケー
ションは、まったく同じパラメータでそのコールを再び実行することにより、ペンディング
状態のコールがサーバーで終了したかどうかをチェックする必要があります。

注意注意注意注意 : 非ブロック化 OCIコールの再試行の待機中に、アプリケーションで他の OCI
コールを発行することはできません。他の OCIコールを発行すると、ORA-03124エ
ラーが発生します。この規則の唯一の例外は、OCIBreak()および OCIReset()です。これ
らのコールの詳細は、2-36ページの「非ブロック化コールの取消し」を参照してくださ
い。

OCI_ERROROCI_SUCCESS OCI_ERROROCI_SUCCESS

OCI_STILL_EXECUTING
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ブロック化モードの設定ブロック化モードの設定ブロック化モードの設定ブロック化モードの設定
アプリケーションのブロック化状態は、attrtypeパラメータを OCI_ATTR_
NONBLOCKING_MODEに設定して、サーバー・コンテキスト・ハンドルで OCIAttrSet()
をコールして状態を設定したり、OCIAttrGet()をコールして状態を読み込むことにより、変
更またはチェックすることができます。A-9ページの「OCI_ATTR_NONBLOCKING_
MODE」を参照してください。

注意注意注意注意 : パラメータとしてサーバー・コンテキスト・ハンドルまたはサービス・コンテキ
スト・ハンドルを持つ関数のみが、OCI_STILL_EXECUTINGを返します。

非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し
OCIBreak()関数を使用することにより、長時間実行している OCIコールを取り消すことがで
きます。OCIコールの実行中に OCIBreak()を発行した後で、OCIReset()コールを発行して非
同期操作およびプロトコルをリセットする必要があります。

非ブロック化の例非ブロック化の例非ブロック化の例非ブロック化の例
次のコードは、非ブロック化モードの例です。

int main (int argc, char **argv) 
{ 
  sword retval; 
 
  if (retval = InitOCIHandles()) /* initialize all handles */ 
  { 
    printf ("Unable to allocate handles..\n"); 
    exit (EXIT_FAILURE); 
  } 
 
  if (retval = logon()) /* log on */ 
  { 
    printf ("Unable to log on...\n"); 
  if (retval = AllocStmtHandle ()) /* allocate statement handle */ 
  { 
    printf ("Unable to allocate statement handle...\n"); 
    exit (EXIT_FAILURE); 
  } 
/* set non-blocking on */ 
  if (retval = OCIAttrSet ((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, 
                           (dvoid *) 0, (ub4) 0, 
                           (ub4) OCI_ATTR_NONBLOCKING_MODE, errhp)) 
  { 
    printf ("Unable to set non-blocking mode...\n"); 
    exit (EXIT_FAILURE); 
  } 
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  while ((retval = OCIStmtExecute (svchp, stmhp, errhp, (ub4)0, (ub4)0, 
                       (OCISnapshot *) 0, (OCISnapshot *)0, 
                       OCI_DEFAULT)) == OCI_STILL_EXECUTING) 
    printf ("."); 
  printf ("\n"); 
 
  if (retval != OCI_SUCCESS || retval != OCI_SUCCESS_WITH_INFO) 
  { 
    printf("Error in OCIStmtExecute...\n"); 
    exit (EXIT_FAILURE); 
  } 
 
  if (retval = logoff ()) /* log out */ 
  { 
    printf ("Unable to logout ...\n"); 
    exit (EXIT_FAILURE); 
  } 
 
  cleanup(); 
  return (int)OCI_SUCCESS; 
} 

OCIプログラムでのプログラムでのプログラムでのプログラムでの PL/SQL使用使用使用使用
PL/SQLは、Oracleが開発した SQL言語のプロシージャ型拡張要素です。PL/SQLは、単
純な問合せや SQLデータ操作言語（DML）文よりも複雑な作業を処理します。PL/SQLを
使うと、複数の構文を単一のブロックにグループ化し、それを 1単位として実行することが
できます。構文には以下のものがあります。

■ 1つまたは複数の SQL文

■ 変数宣言

■ 代入文

■ IF...THEN...ELSE文やループなどのプロシージャ型制御文

■ 例外処理

OCIプログラムで PL/SQLブロックを使用して、次の操作ができます。

■ Oracleストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションのコール

■ 複数の SQL文を指定したプロシージャ型制御文を結合し、1つの単位として実行

■ レコード、表、CUROSR FORループ、例外処理など特殊な PL/SQL機能のアクセス

■ カーソル変数の使用
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■ Oracle8 Server内のオブジェクトの操作

注意注意注意注意 : OCIでは直接処理できるのは無名ブロックだけで、名前付きパッケージまたは名
前付きプロシージャは直接処理できないのに対し、ユーザーは常にパッケージ・コール
またはプロシージャ・コールを無名ブロック内に入れ、そのブロックを処理することが
できます。

警告警告警告警告 :  PL/SQLコードを書く際に、「--」で始まるものは、キャリッジ・リターンまで、
解析機能によりすべてコメントとみなされることに注意してください。「--」を使ってコ
メントを各行に示した場合、Cコンパイラでは各行にキャリッジ・リターン「/n」が挿
入されず、すべての行が PL/SQLブロックで単一行として連結されます。この特定の
ケースでは、ある行がコメントで終わっている場合、解析機能は次の行の PL/SQLコー
ド抽出に失敗してしまいます。この問題を回避するには、各「--」コメントの後に
「/n」を入れ、そこでコメントが必ず終了するよう注意しなければなりません。

PL/SQLブロックのコーディングの詳細は、『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレ
ンス 』を参照してください。
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データ型データ型データ型データ型

この章は、OCIアプリケーションで使用する Oracle外部データ型についてのリファレンス
です。Oracleの最新リリースから新しく加わった特殊なデータ型を含む、Oracleデータ型に
ついての一般的な説明もあります。この章の情報は、独自に作成したプログラムと Oracle
の間でデータを転送する際に行われる、データの内部表現と外部表現の変換を理解する上で
有用です。この章では次のトピックについて説明します。

■ Oracleデータ型

■ 内部データ型

■ 外部データ型

■ 新しい Oracle外部データ型

■ データ変換

■ 型コード

■ oratypes.hの定義

Oracle内部データ型の詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。
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Oracleデータ型データ型データ型データ型
OCIプログラムの重要な機能の 1つは、Oracle Serverを介してデータベースと通信を行うこ
とです。OCIアプリケーションでは、SQL SELECTを使用した問合せによってデータベース
の表からデータを検索するか、INSERTまたは UPDATE、DELETEを使用して表内の既存
データを変更します。

データベース内では、値は表の列に格納されています。内部的には、Oracleは内部データ型
という特別な形式でデータを表しています。内部データ型の例として、NUMBER、CHAR、
DATEなどがあります。

一般的に、OCIアプリケーションではデータの内部データ型表現を処理しません。OCIアプ
リケーションで操作するホスト言語のデータ型は、そのアプリケーションを作成した言語に
よって事前定義されています。OCIクライアント・アプリケーションとデータベースの表の
間でデータが転送されるとき、OCIライブラリによって、内部データ型と外部データ型の間
でデータ変換が行われます。 

外部データ型は、OCIヘッダー・ファイル内に定義されているホスト言語型です。OCIアプ
リケーションで入力変数をバインドするとき、バインド・パラメータの 1つで変数の外部
データ型コード（または SQLTコード）を指示します。同様に、定義コールで出力変数を指
定するとき、検索されるデータの外部表現を指定する必要があります。

外部データ型が内部データ型に類似している場合もあります。外部型を使用すると、専用
データ形式ではなくホスト言語の型を操作できるので、プログラマにとって便利です。

注意注意注意注意 : 一部の外部データ型は内部データ型に類似していますが、OCIアプリケーション
が内部データ型にバインドすることは絶対にありません。内部データ型をここで説明す
るのは、内部データ型がどのようにして外部データ型へマップされるかを理解するため
です。

OCIでは、Oracleと OCIアプリケーション間でデータを転送する際、広範囲のデータ型変
換を行うことができます。Oracle内部データ型より OCI外部データ型のほうが多くありま
す。単一の外部型を 1つの内部型にマップする場合もあり、複数の外部型を単一の内部型に
マップする場合もあります。

あるデータ型が多数対 1の関係でマッピングされることによって、OCIプログラムに柔軟性
が提供されます。たとえば、次の SQL文を処理しているとします。

SELECT sal FROM emp WHERE empno = :employee_number

このとき sal（給与）を 2進数浮動小数点形式ではなく、文字データ型として戻すには、sal
列に対する OCIDefineByPos()コールの dtyパラメータに、VARCHAR2（コード = 1）や
CHAR（コード = 96）などの Oracle外部文字列データ型を指定します。また、プログラム
で文字列変数を宣言し、そのアドレスを valuepパラメータで指定する必要があります。

ただし、給与情報を 2進数浮動小数点値として戻したい場合は、FLOAT（コード = 4）外部
データ型を指定します。また、valuepパラメータに適切な型の変数を定義する必要がありま
す。
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Oracleでは、ほとんどのデータ変換が透過的に実行されます。また、ほとんどすべての外部
データ型を指定できるため、特殊なタスクを実行できます。たとえば、DATE外部データ型
（コード = 12）を使用すると、文字変換を行わずに純粋な 2進形式で DATE値を入出力でき
ます。詳細は、3-12ページの DATE外部データ型の説明を参照してください。

データ変換を制御するには、適切な外部データ型コードをバインド・ルーチンおよび定義
ルーチンで使用する必要があります。OCIプログラム内の入力変数または出力変数の位置、
および変数のデータ型と長さを Oracleに対して指定する必要があります。

また、Oracle OCIでは、オブジェクト型属性のデータ型を表すために Oracleの型管理シス
テムで使われる一連の OCI型コードも用意されています。これらの型コードを表すために使
用する、一連の事前定義済みの定数があります。各定数には接頭辞 OCI_TYPECODEが含ま
れます。

要約すると、OCIプログラマは、次の各種のデータ型またはデータ表現について認識する必
要があります。

■ 内部 Oracleデータ型。Oracleデータベースの表の列で使用されます。これは、PL/SQL
で使用され、Oracle列では使用されないデータ型も含まれます（たとえば、索引付き
表、ブール、レコード）。詳細は、3-4ページの「内部データ型」および 3-3ページの
「内部データ型コード」を参照してください。

■ 外部 OCIデータ型。Oracleデータのホスト言語表現を指定するために使用します。詳細
は、3-6ページの「外部データ型」および 3-4ページの「外部データ型コード」を参照
してください。

■ OCI_TYPECODE値。Oracleでオブジェクト型属性の型情報を表現するために使用され
ます。詳細は、3-21ページの「型コード」および 3-23ページの「SQLT値および OCI_
TYPECODE値の関係」を参照してください。

内部データ型コード内部データ型コード内部データ型コード内部データ型コード
OCIアプリケーションで Oracleデータの内部表現を知る場合があります。たとえば、
フェッチしたデータを受け取る出力変数を定義するには、動的 SQL問合せにおける列の
データ型がわかっている必要があります。問合せの実行後、OCIParamGet()関数および
OCIAttrGet()関数を組み合せて使用し、文ハンドルから選択リスト項目についての記述情報
を取得できます。文を実行しなくても、OCIDescribeAny()をコールし、次に OCIParamGet()
と OCIAttrGet()を組み合せることによって、同じ情報を記述ハンドルから入手できます。

列の内部データ型についての情報は、内部データ型コードのかたちでアプリケーションへ送
られます。アプリケーション側では、どの型のデータが戻されるのかがわかると、出力デー
タの変換方法と書式設定の方法について適切な判断ができます。Oracle内部データ型コード
のリストは、3-4ページの「内部データ型」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle内部データ型の詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してく
ださい。問合せでの選択リスト項目記述の詳細は、4-10ページの「選択リスト項目の記
述」を参照してください。



内部データ型

3-4 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

外部データ型コード外部データ型コード外部データ型コード外部データ型コード
Oracleでは、外部データ型コードによって、プログラムでのホスト変数のデータ表現方法が
指定されます。これによって、プログラムの出力変数にデータが戻されるときの変換方法、
または入力（バインド）変数から Oracleの列値へのデータ変換方法が決まります。たとえ
ば、Oracle列の NUMBERを可変長文字配列に変換したい場合は、出力変数を定義する
OCIDefineByPos()コールで VARCHAR2外部データ型コードを指定します。

バインド変数を Oracle列の値に変換するには、バインド変数の型に対応する外部データ型
コードを指定します。たとえば、02-FEB-65などの文字列を DATE列に入力する場合は、
データ型を文字列として指定し、文字列長パラメータを 9に設定します。

使用する値を変換可能にするのは、常にプログラマの責任です。文字列「MY BIRTHDAY」
を DATE列へ INSERTする文を実行すると、エラーが発生します。

外部データ型およびデータ型コードの完全なリストは、表 3-2の「外部データ型とそのコー
ド」を参照してください。

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型
次の表は、Oracle内部データ型を各型の最大内部長およびデータ型コードとともにリストし
ています。

表表表表 3-1  Oracle 内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型

Oracle 内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型 最大内部長最大内部長最大内部長最大内部長 データ型コードデータ型コードデータ型コードデータ型コード

VARCHAR2 4000バイト 1

NUMBER 21バイト 2

LONG 2^31-1バイト 8

ROWID 10バイト 11

DATE 7バイト 12

RAW 2000バイト 23

LONG RAW 2^31-1バイト 24

CHAR 2000バイト 96

ユーザー定義型（オブジェクト
型、VARRAY、ネストした表）

<該当なし > 108

REF <該当なし > 111

CLOB ~4000 112

BLOB ~4000 113
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これらの内部データ型の詳細は、『 Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。次の
各項では、これらのデータ型に関する OCI固有を示します。

LONG、、、、RAW、、、、LONG RAW、、、、VARCHAR2
OCIBindByName()、OCIBindByPos()、OCIDefineByPos()、OCIStmtGetPieceInfo()および
OCIStmtSetPieceInfo()によって提供されるピース単位機能を使用して、これらの型の列デー
タを扱う挿入または更新、フェッチを実行できます。

文字列およびバイト配列文字列およびバイト配列文字列およびバイト配列文字列およびバイト配列
文字またはバイト配列を含む列を指定する場合は、CHAR、VARCHAR2、RAW、LONGお
よび LONG RAWの 5つの Oracle内部データ型を使うことができます。

注意注意注意注意 : LOBには文字を、FILEにはバイナリ・データを含めることができます。これら
は、他の型とは異なる処理がされるので、ここでは説明しません。これらのデータ型の
詳細は、第 7章の「LOBおよび FILE操作」を参照してください。

通常、CHARおよび VARCHAR2、LONG列には文字データが入ります。RAWおよび
LONG RAWには、文字として解釈されないバイト、たとえばビットマップ化された画像の
ピクセル値などが入ります。ネットワーク間のゲートウェイを介して文字データを渡すと、
文字データが変形する可能性があります。たとえば、1文字を表現するバイト数が異なる
別々の言語を使用しているマシン間で文字データを渡すと、長さが大きく変わる可能性があ
ります。RAWデータがこのように変換されることはありません。

表の列ごとに適切な Oracle内部データ型を選択するのは、データベースの設計者の責任で
す。OCIプログラマは、文字データおよびバイト配列データの表現方法、および OCIプロ
グラムの変数と Oracle表の間でのデータの変換方法を多数知っておく必要があります。

配列に文字が入っている場合、OCIコール内の配列の長さを示すパラメータは、常に文字単
位ではなくバイト単位で渡され、バイト単位で戻されます。

ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル ROWID
ユニバーサル ROWID（UROWID）は、Oracle表の論理 ROWIDと物理 ROWID、および
ゲートウェイ経由でアクセスする DB2表などの外部表の ROWIDを格納できるデータ型で
す。論理 ROWIDは、索引構成表（IOT）の行に対する主キーベースの論理識別子です。 

UROWIDデータ型の列を使用するには、COMPATIBLE初期化パラメータの値を 8.1以上に
設定する必要があります。

UROWID 4000バイト 208

表表表表 3-1  Oracle 内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型 (続き続き続き続き )

Oracle 内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型 最大内部長最大内部長最大内部長最大内部長 データ型コードデータ型コードデータ型コードデータ型コード
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次のホスト変数を、ユニバーサル ROWIDにバインドできます。

■ SQLT_CHR（VARCHAR2）

■ SQLT_VCS（VARCHAR）

■ SQLT_STR（NULL終了 STRING）

■ SQLT_LVC（LONG VARCHAR）

■ SLQT_AFC（CHAR）

■ SQLT_AVC（CHARZ）

■ SQLT_VST（OCI文字列）

■ SQLT_RDD（ROWID記述子）

外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型
表 3-2 には、外部データ型のデータ型コードをリストしています。この表ではデータ型ごと
に、Oracle内部データの変換元または変換先となる、Cのプログラム変数の型をリストして
います。

表表表表 3-2  外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード

外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型
プログラム変数のプログラム変数のプログラム変数のプログラム変数の
型型型型 OCI定義の定数定義の定数定義の定数定義の定数名前名前名前名前 コードコードコードコード

VARCHAR2 1 char[n] SQLT_CHR

NUMBER 2 unsigned char[21] SQLT_NUM

8ビット符号付き INTEGER 3 signed char SQLT_INT

16ビット符号付き
INTEGER

3 signed short、 signed int SQLT_INT

32ビット符号付き
INTEGER

3 signed int、 signed long SQLT_INT

FLOAT 4 float、 double SQLT_FLT

NULL で終了する STRING 5 char[n+1] SQLT_STR

VARNUM 6 char[22] SQLT_VNU

LONG 8 char[n] SQLT_LNG

VARCHAR 9 char[n+sizeof(short integer)] SQLT_VCS

ROWID 11 char[n] SQLT_RID（注意 1を参照）

DATE 12 char[7] SQLT_DAT
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注意注意注意注意 : データ長が nとなっている場合、nは変数で、プログラム（ROWIDの場合には
オペレーティング・システム）の要件に依存します。

VARRAW 15 unsigned char[n+sizeof(short 
integer)]

SQLT_VBI

RAW 23 unsigned char[n] SQLT_BIN

LONG RAW 24 unsigned char[n] SQLT_LBI

UNSIGNED INT 68 unsigned SQLT_UIN

LONG VARCHAR 94 char[n+sizeof(integer)] SQLT_LVC

LONG VARRAW 95 unsigned 
char[n+sizeof(integer)]

SQLT_LVB

CHAR 96 char[n] SQLT_AFC

CHARZ 97 char[n+1] SQLT_AVC

ROWID記述子 104 OCIRowid SQLT_RDD

NAMED DATA TYPE 108 struct SQLT_NTY

REF 110 OCIRef SQLT_REF

文字 LOB 112 OCILobLocator（注意 3を参
照）

SQLT_CLOB

バイナリ LOB 113 OCILobLocator（注意 3を参
照）

SQLT_BLOB

バイナリ FILE 114 OCILobLocator SQLT_FILE

OCI文字列型 155 OCIString SQLT_VST（注意 2を参照）

OCIデータ型 156 OCIDate SQLT_ODT（注意 2を参照）

注意 : 

（1） この型はバージョン 7.xの OCIコールでのみ有効です。Oracle OCIリリース 8アプリケーションでは、ROWID
記述子（型 104）を使用する必要があります。

（2） これらのデータ型の使用方法の詳細は、第 11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。

（3） OTTで生成したデータ型マッピングを使用しているアプリケーションでは、CLOBは OCIClobLocatorとして
マッピングされ、BLOBは OCIBlobLocatorとしてマッピングされます。詳細は、第 14章の「オブジェクト型トラン
スレータの使用方法」を参照してください。

表表表表 3-2  外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード外部データ型とそのコード (続き続き続き続き )

外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型
プログラム変数のプログラム変数のプログラム変数のプログラム変数の
型型型型 OCI定義の定数定義の定数定義の定数定義の定数名前名前名前名前 コードコードコードコード
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次に、それぞれの外部データ型について説明します。リリース 8.0から新しく加わったデー
タ型の詳細は、3-16ページの「新しい Oracle外部データ型」を参照してください。

次の 3つの型は PL/SQLに対する内部型で、OCIでは値として戻すことができません。

■ ブール、SQLT_BOL

■ 索引付き表、SQLT_TAB

■ レコード、SQLT_REC

VARCHAR2
VARCHAR2データ型は、最長 4000バイトの可変長文字列です。

注意注意注意注意 : Oracleオブジェクトを使う場合は、一連の事前定義済み OCI関数を使うことによ
り、特殊な OCIString外部データ型を扱うことができます。このデータ型の詳細は、第
11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。

入力入力入力入力
OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールでは、value_szパラメータによって長さが決
定されます。

value_szパラメータが 0（ゼロ）より大きい場合、指定のバイト数だけがプログラムのバッ
ファ・アドレスの先頭から読み取られて、バインド変数値が取得されます。後続する空白は
削除され、結果の値は SQL文または PL/SQLブロックで使用されます。INSERT文の場合、
結果の値がデータベース列の定義された長さより長いと、INSERTは失敗しエラーが戻され
ます。

注意注意注意注意 : 後続する NULLは削除されません。変数は NULLで終了させずに、空白埋めす
る必要があります。

value_szパラメータが 0（ゼロ）である場合、バインド変数は、実際の内容とは無関係に
NULLとして処理されます。NULLは、SQL文のバインド変数値として使用できます。
NOT NULL整合性制約付きの列にNULLを挿入しようとすると、Oracleではエラーとな
り、行は挿入されません。

Oracle内部（列）データ型が NUMBERのとき、数値の文字表現を含んでいる文字列からの
入力は有効です。入力文字列は内部数値形式に変換されます。VARCHAR2文字列に無効な
変換文字が含まれる場合、Oracleではエラーを返し、値はデータベースに挿入されません。

出力出力出力出力
OCIDefineByPos()コールの value_szパラメータで、または、PL/SQLブロックの場合は
OCIBindByName()か OCIBindByPos()の value_sz パラメータで、戻り値の希望の長さを指定
します。長さとしてゼロを指定した場合、データは戻されません。
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OCIDefineByPos()の rlenpパラメータを省略すると、戻される値はバッファ長に達するまで
空白が埋め込まれ、空白文字の文字列として NULLが戻されます。rlenpを指定した場合、
戻り値は空白埋めされません。そのかわりに、実際の長さが rlenpパラメータに戻されます。

NULLが戻されたか、または文字の切捨てが発生したかどうかをチェックするには、
OCIDefineByPos()コールに標識パラメータを指定します。Oracleでは、NULLがフェッチさ
れた場合に標識パラメータが -1に設定され、戻り値が切り捨てられている場合は標識パラ
メータが元の列長に設定されます。それ以外の場合は、0が設定されます。標識パラメータ
を指定してない場合、NULLが選択されると、フェッチ・コールで エラー・コード OCI_
SUCCESS_WITH_INFOが戻されます。エラーについての診断情報の検索では、ORA-1405
が戻されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 標識変数の詳細は、2-30ページの「標識変数」を参照してください。

内部 NUMBERデータ型から文字列への出力を要求することもできます。数値変換は、ご使
用のシステムの各国語サポートによって規定される規則に従って行われます。たとえば、シ
ステムが、小数点としてピリオドではなくカンマを認識するように構成されている場合があ
ります。

NUMBER
通常は、NUMBERを外部データ型として使用する必要はありません。NUMBERを使用す
ると、Oracleでは 21バイトの内部 2進形式で数値を戻し、入力時にこの形式が必要になり
ます。完全な情報が必要な場合は、次の説明を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracleデータベース・サーバー内でオブジェクトを使う場合は、一連の事前定義
済み OCI関数を使うことにより、特殊なOCINumberデータ型を扱うことができます。
このデータ型の詳細は、第 11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。

Oracleでは、NUMBERデータ型の値を可変長形式で格納します。最初のバイトは指数であ
り、その後に 1～ 20個の仮数バイトが続きます。指数バイトの高位ビットは符号ビットで
あり、そのビットには正数が設定されます。下位の 7ビットは指数を表します。この指数は
オフセット 65で基本 100の数字です。

各仮数バイトは基本 100で範囲 1～ 100の数字です。正数の場合は、それに 1を加えた数字
となります。したがって、値 5に対する仮数は 6となります。負数の場合、1を加えるかわ
りに、その数字が 101から差し引かれます。したがって、値 -5に対する仮数は 96（101-5）
となります。負数は、102が入っているバイトがデータ・バイトの後に追加されています。
ただし、20個の仮数バイトを持つ負数には、102のバイトは後続しません。仮数バイトは基
本 100なので、各バイトは 2桁の 10進数値を表すことができます。仮数は正規化されます。
先行する 0（ゼロ）は格納されません。

仮数を表すのに最大 20個のデータ・バイトが使用できます。ただし、精度が保証されてい
るのは 19個だけです。19個のデータ・バイトは、それぞれ基本 100を表し、Oracle 
NUMBERに対して 38桁の最大精度をもたらします。
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OCIDefineByPos()コールの dtyパラメータにデータ型コード 2を指定すると、プログラムで
はこの Oracle内部形式で数値データを受け取ります。出力変数は、可能な最大の数値を格
納できる 21バイトの配列である必要があります。数値を表すバイトだけが戻されることに
注意してください。空白埋めまたは NULL終了はありません。戻されたバイト数を知りたい
場合は、NUMBERではなく VARNUM外部型を使用します。Oracle内部数値書式の例は、
3-11ページの VARNUMの説明を参照してください。

INTEGER
INTEGERデータ型では数値を変換します。外部 INTEGERは符号付きの 2進数です。バイ
ト単位のサイズはシステムによって異なります。変数内のバイトの順序は、ホスト・システ
ム・アーキテクチャによって決まります。長さの指定は、入力／出力で必須です。Oracleか
ら戻される数値が整数でない場合、小数部分は廃棄され、エラーやその他の情報は戻されま
せん。戻される数値がシステムの符号付き INTEGERで表現できない場合、「変換時にオー
バーフローが発生しました（overflow on conversion）」のエラーが戻されます。

FLOAT
FLOATデータ型は、小数部分のある数値、または INTEGERでは表現できない数値を処理
します。数値はホスト・システムの浮動小数点書式で表されます。通常、長さは 4バイトか
8バイトのどちらかです。長さの指定は、入力および出力の両方について必要です。

Oracleの数値の内部形式は 10進数です。大部分の浮動小数点は 2進数で実現されます。し
たがって、Oracleでは、数値を浮動小数点で表現するよりもより高い精度で表現できます。 

注意注意注意注意 : FLOATおよび NUMBER間の変換時には四捨五入エラーが発生する場合もありま
す。たとえば、問合せでバインド変数として FLOATを使用すると、ORA-1403エラー
が戻されることがあります。この状況を回避するには、FLOATを STRINGに変換し、
データ型コード 1または 5を設定します。

STRING
NULLで終了する STRING形式は、文字列にNULL終了文字が入っていなければならない
ことを除けば、VARCHAR2形式（データ型コード 1）と同じような働きをします。この
データ型は、特に Cプログラムで有用です。

入力入力入力入力
OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールで供給される文字列の長さによって、
NULL終了文字があるかどうかの走査の範囲が制限されます。NULL終了文字が指定された
中で見つからなかった場合は、エラーとなります。

ORA-01480:STR バインド値に終了のNULLがあります。

バインド・コールで長さが指定されていない場合、OCIは、文字列の暗黙の最大長の 4000
を使用します。
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文字列の最小の長さは 2バイトです。最初の文字がNULL終了文字であり、長さが 2と指定
されている場合、許可されていれば NULLが列に挿入されます。コード 1および 96の型と
は異なり、空白だけを含む文字列は入力時に NULLとして扱われるのではなく、そのまま挿
入されます。

注意注意注意注意 : 以前の OCI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。

出力出力出力出力
NULL終了文字は、最後の文字が戻された後に配置されます。文字列が指定のフィールド長
より長い場合、文字列は切り捨てられ、出力変数の最後の文字の位置に NULL終了文字が入
ります。

NULL選択リスト項目は、最初の文字の位置にNULL終了文字を戻します。ORA-01405エ
ラーが戻される可能性があります。

VARNUM
VARNUMデータ型は、最初のバイトに数表現の長さが含まれることを除けば、外部
NUMBERデータ型と類似しています。この長さには、長さのバイト自体は含まれません。
可能な最大長の VARNUMを受け取るために、22バイトを予約してください。VARNUM
値を Oracleに送るとき、長さのバイトを設定します。

表 3-3に、Oracle表の数値に戻される VARNUM値の例をいくつか示します。

表表表表 3-3  VARNUMの例の例の例の例

10 進数進数進数進数 長さバイト長さバイト長さバイト長さバイト 指数バイト指数バイト指数バイト指数バイト 仮数バイト仮数バイト仮数バイト仮数バイト
終了文字バイ終了文字バイ終了文字バイ終了文字バイ
トトトト

0 1 128 該当なし 該当なし

5 2 193 6 該当なし

-5 3 62 96 102

2767 3 194 28、 68 該当なし

-2767 4 61 74、 34 102

100000 2 195 11 該当なし

1234567 5 196 2、 24、 46、 68 該当なし
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LONG
LONGデータ型では、4000バイトより長い文字列を格納します。LONG列には、最大 2GB
（2^31-1バイト）を格納できます。この列の型は、長い文字列の格納およびフェッチにだけ
使用します。関数または式、WHERE句では使用できません。一般的に、LONG列値の変換
は、文字列との間で行われます。

VARCHAR
VARCHARデータ型では、長さが異なる文字列が格納されます。先頭 2バイトには文字列
の長さが入り、残りのバイトに文字列が入ります。バインド・コールまたは定義コールで指
定する文字列の長さはこの長さデータ 2バイトを含まなければならないため、受け渡しでき
る最大の VARCHAR文字列長は 65535バイトではなく、65533バイトとなります。それよ
り長い文字列の変換には、LONG VARCHAR外部データ型を使ってください。 

ROWID
ROWIDデータ型は、データベースの表の特定の行を識別するのに使用されます。ROWID
は、次のように、問合せの選択リスト項目になっている場合があります。

SELECT ROWID, ename, empno FROM emp

このケースでは、戻された ROWIDを後続の DELETE文で使用できます。 

SELECT for UPDATEを実行する場合は、ROWIDは暗黙的に戻されます。文ハンドルで
OCIAttrGet()を使って、この ROWIDをユーザーが割り当てた ROWID記述子に読み込み、
後続の UPDATE文で使うことができます。プリフェッチ操作では SELECT for UPDATEの
すべての ROWIDがフェッチされるため、プリフェッチを使用してから単一行フェッチを行
います。

Oracle OCIリリース 8では、ROWIDへのアクセスは ROWID記述子を使って行います。こ
の記述子はバインド変数または定義変数として使用できます。ROWID記述子の使用方法の
詳細は、2-14ページの「記述子およびロケータ」および 2-32ページの「位置づけ更新およ
び位置づけ削除」を参照してください。

DATE
DATEデータ型では、Oracle内部日付 2進形式を使用して、日付の値を更新、挿入または検
索できます。バイナリ形式の日付は、表 3-4に示すとおり 7バイトです。

表表表表 3-4  DATEデータ型の書式データ型の書式データ型の書式データ型の書式

バイトバイトバイトバイト 1 2 3 4 5 6 7

意味 世紀 年 月 日 時 分 秒
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世紀および年を表すバイトの値は、100を加算した表記です。西暦紀元前（Dates Before 
Common Era:BCE）は 100未満です。西暦紀元は BCE 4712年 1月 1日、すなわちジュリア
ン日 1です。この日付の場合、世紀バイトは 53、年バイトは 88です。時間バイトおよび分
バイト、秒バイトは 1を加算する excess-1表記法で表されます。時間バイトの範囲は 1～
24、分および秒バイトは 1～ 60です。データ作成時に時刻を指定しないと、時刻はデフォ
ルトで深夜（1, 1, 1）となります。

DATE外部データ型を使用して、2進形式で日付を入力する場合、データベースでは一貫性
または範囲のチェックは行いません。この形式になっているすべてのデータは、入力前に注
意して検証する必要があります。

注意注意注意注意 : Oracle外部 DATEデータ型が日常のデータベース操作で必要になることはほとん
どありません。一般にプログラムでは DD-MON-YYなどのように文字形式でデータを
扱うため、DATEは文字形式に変換した方がはるかに便利です。

DATE列はプログラム内で文字列に変換される際、使用中セッションのデフォルト書式、ま
たは INIT.ORAファイルでの指定に従って戻されます。

注意注意注意注意 : Oracleデータベースでオブジェクトを使用している場合は、一連の事前定義済み
OCI関数を使うことにより、特殊な OCIDateデータ型を扱うことができます。この
データ型の詳細は、第 11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。

RAW
RAWデータ型は、たとえば図形文字列の格納など、Oracleで解釈されないバイナリ・デー
タまたはバイト列で使用されます。RAW列の最大長は 2000バイトです。詳細は、 
『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。

Oracle表内の RAWデータ（ロー・データ）がプログラムで文字列に変換される場合、デー
タは 16進文字コードで表されます。RAWデータの各バイトは、それぞれの値を示す '00'～
'FF'の 2文字で戻されます。プログラムの文字列を Oracle表内の RAW列に入力する場合
は、この 16進コードを使って文字列のデータをコード化する必要があります。

OCIDefineByPos()、OCIBindByName()、OCIBindByPos()、OCIStmtGetPieceInfo()および
OCIStmtSetPieceInfo() によって提供されるピース単位機能を使用して、RAW（または LONG 
RAW）列を扱う挿入、更新またはフェッチを実行できます。

注意注意注意注意 : Oracleデータベースでオブジェクトを使用している場合は、一連の事前定義済み
OCI関数を使うことにより、特殊な OCIRawデータ型を扱うことができます。この

例
（1992年 11月 30日、
3:17PM）

119 192 11 30 16 18 1

表表表表 3-4  DATEデータ型の書式データ型の書式データ型の書式データ型の書式

バイトバイトバイトバイト 1 2 3 4 5 6 7
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データ型の詳細は、第 11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。

VARRAW
VARRAWデータ型は、RAWデータ型と類似しています。ただし、先頭の 2バイトには
データの長さが入ります。バインド・コールまたは定義コールの文字列に指定する長さに
は、長さを表すバイトが 2個含まれている必要があります。したがって、受け渡しできる最
大の VARRAW文字列長は 65535バイトではなく、65533バイトです。それより長い文字列
の変換には LONG VARRAW外部データ型を使ってください。

LONG RAW
LONG RAWデータ型は、最大 2GB（2^31-1バイト）の RAWデータを格納できるというこ
とを除けば、RAWデータ型と類似しています。

UNSIGNED
UNSIGNEDデータ型は、符号なし 2進整数用に使用されます。バイト単位のサイズはシス
テムによって異なります。ワード内のバイトの順序は、ホスト・システム・アーキテクチャ
によって決まります。長さの指定は、入力でも出力でも必須です。Oracleから出力される数
値が整数でない場合、小数部分は廃棄され、エラーやその他の情報は戻されません。戻され
る数値がシステムの符号なし INTEGERより大きくて表現できない場合、「変換時にオー
バーフローが発生しました（overflow on conversion）」というエラーが戻されます。

LONG VARCHAR
LONG VARCHARデータ型は、Oracleの LONG列からデータを格納する場合、または
Oracleの LONG列にデータを格納する場合に使用します。LONG VARCHARの先頭の 4バ
イトには項目の長さが入ります。したがって、格納される項目の最大長は、2^31-5バイトで
す。

LONG VARRAW
LONG VARRAWデータ型は、Oracle LONG RAW列からデータを格納する場合、または
Oracle LONG RAW列にデータを格納する場合に使用します。長さは、先頭の 4バイトに入
ります。最大長は、2^31-5バイトです。

CHAR
CHARデータ型は最長 2000の文字列です。CHAR文字列は空白埋め比較方法（『Oracle8i 
SQLリファレンス』を参照）で比較されます。
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入力入力入力入力
長さは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールの value_szパラメータによって決
まります。

注意注意注意注意 : バッファの全内容（value_sz chars）は、後続する空白または NULLもすべて含
め、データベースへ渡されます。

value_szパラメータが 0（ゼロ）である場合、バインド変数は、実際の内容とは無関係に
NULLとして処理されます。NULLは、SQL文のバインド変数値として使用できます。
NOT NULL整合性制約付きの列にNULLを挿入しようとすると、Oracleエラーとなり、行
は挿入されません。

CHARの場合、value_szパラメータには負の値を使用できません。

Oracle内部（列）データ型が NUMBERのとき、数値の文字表現を含んでいる文字列からの
入力は有効です。入力文字列は内部数値形式に変換されます。CHAR文字列に無効な変換文
字が含まれる場合、Oracleではエラーを返し、値は挿入されません。数値変換は、使用して
いるシステムの各国語サポート機能によって規定される規則に従って行われます。たとえ
ば、システムが、ピリオドではなくカンマを小数点として認識するように構成されている場
合もあります。 

出力出力出力出力
OCIDefineByPos()コールの value_szパラメータで、戻り値の希望の長さを指定します。長さ
としてゼロを指定した場合、データは戻されません。

OCIDefineByPos()の rlenpパラメータを省略すると、戻される値はバッファの長さに達する
まで空白が埋め込まれ、空白文字の文字列として NULLが戻されます。rlenpを指定した場
合、戻り値は空白埋めされません。そのかわりに、実際の長さが rlenpパラメータに戻され
ます。

NULLが戻されたか、または文字の切捨てが発生したかどうかをチェックするには、
OCIDefineByPos() コールに標識パラメータまたは標識パラメー タの配列を指定します。標識
パラメータには、NULLがフェッチされた場合は -1が設定され、値が切り捨てられて戻さ
れた場合は元の列の長さが設定されます。それ以外の場合は、0が設定されます。標識パラ
メータを指定していない場合、NULLが選択されると、フェッチ・コールで ORA-01405エ
ラーが戻されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、2-30ページの「標識変数」を参照してください。

内部 NUMBERデータ型から文字列への出力を要求することもできます。数値変換は、ご使
用のシステムの各国語サポート機能によって規定される 規則に従って行われます。たとえ
ば、システムが、ピリオド（.）ではなくカンマ（,）を小数点として認識するように構成さ
れている場合もあります。 
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CHARZ
CHARZ外部データ型は、入力時に文字列がNULL文字で終了していなければならないこ
と、および出力時に Oracleが文字列の最後に NULL終了文字を置くことを除けば、CHAR
データ型と類似しています。NULL終了文字は入出力時に文字列を区切るだけであり、表の
データの一部ではありません。

入力時に、長さのパラメータは、NULL終了文字も含めた正確な長さを示す必要がありま
す。たとえば、Cの配列が次のように宣言されたとします。

char my_num[] = "123.45";

この場合、my_numのバインド時の長さのパラメータは 7になっている必要があります。こ
の例で他の値を指定すると、エラーが戻されます。

新しい新しい新しい新しい Oracle外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型
次の新外部データ型はリリース 8.0から導入されました。これらのデータ型は、Oracle7 
Serverへ接続した場合にはサポートされません。

注意注意注意注意 : 内部データ型および外部データ型は、どちらもそれぞれのデータ型コードに対応
する Oracle定義の定数値（SQLT_NTY、SQLT_REFなど）を含んでいます。この章に
出てくるすべての型についての定数はリストしていませんが、この項では新しい Oracle
データ型を説明する際に、それらの定数を使用します。また、データ型定数は、これら
の新しい型を参照するとき、このマニュアルの他の章でも使用されます。

注意注意注意注意 : 名前付きデータ型および REFは、Oracle8iを購入した場合に限り使用できます。

名前付きデータ型（オブジェクト、名前付きデータ型（オブジェクト、名前付きデータ型（オブジェクト、名前付きデータ型（オブジェクト、VARRAY、ネストした表）、ネストした表）、ネストした表）、ネストした表）
名前付きデータ型は、SQLの CREATE TYPEコマンドで指定するユーザー定義の型です。
例として、オブジェクト型、VARRAY、ネストした表などがあります。OCIでは、名前付
きデータ型（named data type）は型のホスト言語による表現を意味します。SQLT_NTY
データ型コードは、名前付きデータ型をバインドまたは定義する際に使用します。

Cアプリケーションでは、名前付きデータ型は C構造体として表されます。このような構造
体は、データベース内に格納された型からオブジェクト型トランスレータを使用して生成さ
れます。これらの型は、OCI_TYPECODE_OBJECTに対応します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIでの名前付きデータ型の取扱い方法の詳細は、このガイドの第 2部を参
照してください。

名前付きデータ型の C構造体としての表現方法の詳細は、第 14章の「オブジェクト型
トランスレータの使用方法」を参照してください。
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REF
これは名前付きデータ型への参照です。REFの C言語表現は、OCIRef *として宣言された
変数です。SQLT_REFデータ型コードは、REFをバインドまたは定義する際に使用します。

REFにアクセスできるのは、OCIアプリケーションをオブジェクト・モードで初期化した場
合だけです。サーバーから REFが検索されると、REFはクライアント側のオブジェクト・
キャッシュに格納されます。

アプリケーションで使用する REFを割り当てるには、変数を REFへのポインタとして宣言
し、OCI_TYPECODE_REFを typecodeパラメータとして渡す OCIObjectNew()をコールしま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIでの REFの取扱い方法の詳細は、このガイドの第 2部を参照してくださ
い。

LOB
LOB（ラージ・オブジェクト）には、長さが最大 4GBのバイナリ・データまたは文字デー
タを格納できます。バイナリ・データは BLOB（バイナリ LOB）に格納され、文字データ
は、CLOB（文字 LOB）または NCLOB（各国文字 LOB）に格納されます。

LOB値は、データベースの行データとともに、インラインに格納される場合とされない場合
があります。いずれの場合も、LOBは、データベース・サーバーのトランザクションを完全
にサポートしています。データベースの表には、別の記憶領域にある LOB値を指す LOBロ
ケータが格納されます。

OCIアプリケーションで選択リストに LOB列または属性を含む SQL問合せを発行した場
合、問合せ結果のフェッチでは、実際の LOB値ではなくロケータが戻されます。OCIでは、
LOBロケータは OCILobLocator型の変数にマッピングされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBロケータを含む記述子の詳細は、2-14ページの「記述子およびロケー
タ」を参照してください。

LOBの詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス 』および『Oracle8i開発者ガイド ラージ・
オブジェクト』を参照してください。

LOBに対する OCI関数は、LOBロケータを引数の 1つとして受け取ります。LOBにデータ
が含まれているかどうかに関係なく、OCI関数はその LOBを指すロケータがすでに作成済
みであるとみなします。

バインド操作および定義操作は、OCIDescriptorAlloc()関数で割り当てられる LOBロケータ
上で実行されます。

SQLまたは OCIObjectPin()を使用して、常に最初にロケータをフェッチしてから、ロケータ
を使用して操作を実行します。OCI関数が実際の LOB値をパラメータとして受け取ること
はありません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI LOB関数の詳細は、第 7章の「LOBおよび FILE操作」を参照してくだ
さい。
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LOBをバインドまたは定義するために使用できるデータ型コードは、次のとおりです。

■ SQLT_BLOB - バイナリ LOBデータ型

■ SQLT_CLOB -キャラクタ LOBデータ型

NCLOBは、以下の用件を伴う CLOBの特殊型です。

■ NCLOBに対する書込みおよび読込みを行うには、キャラクタ・セット・フォーム
（csfrm）パラメータを SQLCS_NCHARに設定する必要があります。

■ CLOBSおよび NCLOBSを含むコールの amount（amtp）パラメータは常に、バイトでは
なく固定幅キャラクタ・セットの文字として解釈されます。詳細は、7-6ページの
「LOBおよび FILEの関数」を参照してください。

FILE
FILEデータ型を使うと、Oracleデータベース以外のファイル・システムに格納されている
ファイル LOBへのアクセスが可能になります。Oracle8iでは現在、バイナリ・ファイル、
つまり BFILEへのアクセスをサポートしています。 

BFILEの列または属性には、サーバーのファイル・システムにあるバイナリ・ファイルへの
ポインタとして機能するファイル LOBロケータが格納されます。このロケータにディレク
トリの別名とファイル名が維持されています。

バイナリ・ファイル LOBは、トランザクションでは使用できません。むしろ、ベースとな
るオペレーティング・システムにより、ファイルの統合と恒久性が提供されます。サポート
されるファイルの最大サイズは、4GBです。

データベース管理者は、ファイルが存在していること、および Oracleのプロセスがその
ファイルに対してオペレーティング・システムの読取り権限を持っていることを確認する必
要があります。

BFILEデータ型では、大きなバイナリ・ファイルの読込み専用サポートが可能です。Oracle
からファイルを変更することはできません。Oracleでは、ファイル・データにアクセスする
ための APIを提供しています。

FILEをバインドまたは定義するために使用できるデータ型コードは、次のとおりです。

■ SQLT_BLOB - バイナリ FILE LOBデータ型

ディレクトリ別名の詳細は、『Oracle8i開発者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してく
ださい。

BLOB
BLOBデータ型には、非構造化バイナリ・ラージ・オブジェクトが格納されます。BLOBは、
キャラクタ・セットとしての意味を持たないビットストリームであると考えることができま
す。BLOBには、最大 4GBのバイナリ・データを格納できます。
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BLOBは完全なトランザクション・サポートを備えています。OCIを通じて行った変更は、
完全にトランザクションで使用できます。BLOB値を操作した場合は、それをコミットまた
はロールバックできます。1つのトランザクション内で変数の BLOBロケータを保管し、次
にそれを別のトランザクションまたはセッションで使用することはできません。 

CLOB
CLOBデータ型には固定幅または可変幅の文字データが格納されます。CLOBには、最大
4GBの文字データを格納できます。

CLOBは完全なトランザクション・サポートを備えています。OCIを通じて行った変更は、
完全にトランザクションで使用できます。CLOB値に対して行った操作は、コミットまたは
ロールバックできます。1つのトランザクション内で変数の CLOBロケータを保管し、次に
それを別のトランザクションまたはセッションで使用することはできません。 

NCLOB  

NCLOBは CLOBの各国文字バージョンです。NCLOBは、固定幅、シングルバイト、マル
チバイトの各国文字キャラクタ・セット（NCHAR）、または可変幅のキャラクタ・セット・
データを格納します。NCLOBには、最大 4GBの文字テキスト・データを格納できます。

NCLOBは完全なトランザクション・サポートを備えています。OCIを通じて行った変更
は、完全にトランザクションで使用できます。NCLOB値に対して行った操作は、コミット
またはロールバックできます。1つのトランザクション内で変数のNCLOBロケータを保管
し、次にそれを別のトランザクションまたはセッションで使用することはできません。 

NCLOB属性を指定してオブジェクトを作成することはできませんが、メソッドで NCLOB
パラメータを指定することは可能です。

新しい新しい新しい新しい Cデータ型マップデータ型マップデータ型マップデータ型マップ
OCIでは、ユーザー定義のデータ型および ADT属性を C表現にマッピングするために使用
される、Oracle定義の Cデータ型がサポートされるようになりました（OCINumber、
OCIArrayなど）。OCIでは、これらのデータ型を操作するための一連の OCIコールが用意
されています。これらのデータ型は、OCI外部データ型コードとともに、バインド操作およ
び定義操作で使用できます。これらの Oracle定義 Cデータ型の使用方法の詳細は、第 11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。

データ変換データ変換データ変換データ変換
表 3-5 は、リリース 7.3で使用可能な全データ型について、内部 Oracleデータ型から外部
データ型、および外部データ型から内部列表現へのサポートされている変換を示していま
す。リリース 8.0で加わった新しいデータ型のデータ変換の詳細は次のとおりです。

■ データベースに格納されている REFは、出力時に SQLT_REFに変換されます。

■ SQLT_REFは、入力時に REFの内部表現に変換されます。
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■ データベースに格納されている名前付きデータ型は、出力時に SQLT_NTYに変換され
ます。（アプリケーション内では C構造体で表されます。）

■ SQLT_NTY（アプリケーション内では C構造体で表されます）は、入力時に対応する型
の内部表現へ変換されます。

■ LOBおよび BFILEは、OCIアプリケーション内では記述子によって表されるため、出力
時または入力時の変換は行われません。

■ OCIString、OCINumberおよびその他の新しい Oracleデータ型の詳細は、第 11章の
「オブジェクト・リレーショナル・データ型」および第 12章の「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」を参照してください。

表表表表 3-5  データ変換データ変換データ変換データ変換 

外部外部外部外部

データ型データ型データ型データ型

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型

1
VARCHAR2

2
NUMBER

8
LONG

11
ROWID

12
DATE

23
RAW

24
LONG 
RAW

96
CHAR

1 VARCHAR I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I/O(3)

2 NUMBER I/O(4) I/O I I/O(4)

3 INTEGER I/O(4) I/O I I/O(4)

4 FLOAT I/O(4) I/O I I/O(4)

5 STRING I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I/O(3, 5) I/O

6 VARNUM I/O(4) I/O I I/O(4)

7 DECIMAL I/O(4) I/O I I/O(4)

8 LONG I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I/O(3, 5) I/O

9 VARCHAR I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I/O(3, 5) I/O

11 ROWID I I I/O I

12 DATE I/O I I/O I/O

15 VARRAW I/O(6) I(5,6) I/O I/O I/O(6)

23 RAW I/O(6) I(5,6) I/O I/O I/O(6)

24 LONG RAW O(6) I(5,6) I/O I/O O(6)

68 UNSIGNED I/O(4) I/O I I/O(4)

94 LONG VARCHAR I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I/O(3, 5) I/O

95 LONG VARRAW I/O(6) I(5,6) I/O I/O I/O(6)

96 CHAR I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I(3) I/O
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型コード型コード型コード型コード
Oracleの型はそれぞれ、スカラー、コレクション、参照、オブジェクト型のどれであって
も、他と重複しない型コードと関連付けられています。この型コードで型を識別します。ま
た、この型コードはオブジェクト型属性についての情報を管理するために Oracleで使用さ
れます。この型コード・システムは、汎用的で拡張可能に設計されており、Oracleデータ型
への 1対 1の直接マップには連結されていません。次の SQL文で考えてみます。

CREATE TYPE my_type AS OBJECT
( attr1 NUMBER,
attr2 INTEGER,
attr3 SMALLINT);

CREATE TABLE my_table AS TABLE OF my_type;

これらの文では、オブジェクト型とオブジェクト表を作成します。作成された際に、my_
tableには 3つの列がありますが、これらはすべて Oracle NUMBER型となります。これ
は、SMALLINTと INTEGERが内部的に NUMBERにマップするためです。ただし、my_
typeの属性の内部表現は、これら 3つの属性のデータ型の区別を次のように維持します。
attr1は OCI_TYPECODE_NUMBER、attr2は OCI_TYPECODE_INTEGER、attr3は

97 CHARZ I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I(3) I/O

104 ROWID DESC.

注意 : 

（1） 入力時、ホスト文字列は Oracle ROWID形式であることが必要です。
出力時、列値はOracle ROWID形式で戻されます。

（2） 入力時、ホスト文字列は Oracle DATE文字形式であることが必要です。
出力時、列値はOracle DATE形式で戻されます。

（3） 入力時、ホスト文字列は 16進数形式であることが必要です。
出力時、列値は 16進数形式で戻されます。

（4） 出力時、列値は有効な数値を表していることが必要です。

（5） 長さは 2000以下であることが必要です。

（6） 入力時、列値は 16進数形式で格納されます。
出力時、列値は 16進数形式であることが必要です。

凡例 : 

I = 入力時のみ有効な変換

O = 出力時のみ有効な変換

I/O = 入力時または出力時に有
効な変換

表表表表 3-5  データ変換データ変換データ変換データ変換 (続き続き続き続き )

外部外部外部外部

データ型データ型データ型データ型

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型

1
VARCHAR2

2
NUMBER

8
LONG

11
ROWID

12
DATE

23
RAW

24
LONG 
RAW

96
CHAR
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OCI_TYPECODE_SMALLINTです。アプリケーションで my_typeを記述する場合、これ
らの型コードが戻されます。

OCITypeCodeは、型コードの Cデータ型です。型コードは、OCIObjectNew()（どの型のオ
ブジェクトが作成されたかを判別するのに役立つ）などの一部の OCI関数で使用されます。
また、オブジェクトが記述されるとき、いくつかの属性の値としても戻されます。たとえ
ば、OCI_ATTR_TYPECODE属性の型の問合せを行うと、OCITypeCodeの値が戻ります。

表 3-6は、OCITypeCodeに可能な値をリストしています。各 Oracleデータ型に対応する値
があります。

表表表表 3-6  OCITypeCode値値値値 

値値値値 データ型データ型データ型データ型

OCI_TYPECODE_REF REF

OCI_TYPECODE_DATE 日付

OCI_TYPECODE_REAL 単精度実数

OCI_TYPECODE_DOUBLE 倍精度実数

OCI_TYPECODE_FLOAT 浮動小数点

OCI_TYPECODE_NUMBER Oracle数値

OCI_TYPECODE_DECIMAL 10進数

OCI_TYPECODE_OCTET 8進数

OCI_TYPECODE_INTEGER INTEGER

OCI_TYPECODE_SMALLINT small整数

OCI_TYPECODE_RAW RAW

OCI_TYPECODE_VARCHAR2 ANSI SQLの可変文字列、すなわち VARCHAR2

OCI_TYPECODE_VARCHAR Oracle SQLの可変文字列、すなわち VARCHAR

OCI_TYPECODE_CHAR SQL内部の固定長文字列、すなわち SQL CHAR

OCI_TYPECODE_VARRAY 可変長配列（varray）

OCI_TYPECODE_TABLE 多重集合

OCI_TYPECODE_CLOB キャラクタ・ラージ・オブジェクト（CLOB）

OCI_TYPECODE_BLOB バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）

OCI_TYPECODE_BFILE バイナリ・ラージ・オブジェクト・ファイル
（BFILE）

OCI_TYPECODE_OBJECT 名前付きオブジェクト型
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SQLT値および値および値および値および OCI_TYPECODE値の関係値の関係値の関係値の関係
Oracleでは、2種類のデータ型コード値のセットを認識します。これらのセットの 1つは
SQLT_接頭辞、もう 1つは OCI_TYPECODE_接頭辞によって区別されます。

SQLT型コードは、バインドまたは定義操作でデータ型を指定するために、OCIで使用され
ます。このように、SQL型コードは、Oracleと OCIクライアント・アプリケーション間の
データ変換を制御するのに役立ちます。OCI_TYPECODE型は、ユーザー定義型を操作また
は作成する際に、Oracleの型システムで事前定義済みの型を参照または記述するために使わ
れます。

多くの場合、SQLT値と OCI_TYPECODE値の間で、直接マッピングがあります。ただし、
1対 1の直接マッピングがない場合もあります。たとえば、OCI_TYPECODE_SIGNED16お
よび OCI_TYPECODE_SIGNED32、OCI_TYPECODE_INTEGER、OCI_TYPECODE_
OCTET、OCI_TYPECODE_SMALLINTはすべて、SQLT_INT型にマップされます。

次の表では、SQLT型と OCI_TYPECODE型の間のマッピングを示します。

OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION ドメイン（名前付きプリミティブ型）

表表表表 3-7  OCI_TYPECODEからからからから SQLTへのマップへのマップへのマップへのマップ

Oracle 型システムの型名型システムの型名型システムの型名型システムの型名 Oracle 型システムの型型システムの型型システムの型型システムの型 等価等価等価等価 SQLT型型型型

BFILE OCI_TYPECODE_BFILE SQLT_BFILE

BLOB OCI_TYPECODE_BLOB SQLT_BLOB

CHAR OCI_TYPECODE_CHAR (n) SQLT_AFC(n) [注意 1]

CLOB OCI_TYPECODE_CLOB SQLT_CLOB

COLLECTION OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION SQLT_NCO

DATE OCI_TYPECODE_DATE SQLT_DAT

FLOAT OCI_TYPECODE_FLOAT (b) SQLT_FLT (8) [注意 2]

DECIMAL OCI_TYPECODE_DECIMAL (p) SQLT_NUM (p, 0) [注意 3]

DOUBLE OCI_TYPECODE_DOUBLE SQLT_FLT (8)

INTEGER OCI_TYPECODE_INTEGER SQLT_INT (i) [注意 4]

NUMBER OCI_TYPECODE_NUMBER (p, s) SQLT_NUM (p, s) [注意 5]

OCTECT OCI_TYPECODE_OCTECT SQLT_INT (1)

表表表表 3-6  OCITypeCode値値値値 (続き続き続き続き )

値値値値 データ型データ型データ型データ型



型コード

3-24 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

POINTER OCI_TYPECODE_PTR <なし >

RAW OCI_TYPECODE_RAW SQLT_LVB

REAL OCI_TYPECODE_REAL SQLT_FLT (4)

REF OCI_TYPECODE_REF SQLT_REF

OBJECT OCI_TYPECODE_OBJECT SQLT_NTY

SIGNED(8) OCI_TYPECODE_SIGNED8 SQLT_INT (1)

SIGNED(16) OCI_TYPECODE_SIGNED16 SQLT_INT (2)

SIGNED(32) OCI_TYPECODE_SIGNED32 SQLT_INT (4)

SMALLINT OCI_TYPECODE_SMALLINT SQLT_INT (i) [注意 4]

TABLE [注意 6] OCI_TYPECODE_TABLE <なし >

TABLE（索引付き表） OCI_TYPECODE_ITABLE SQLT_TAB

UNSIGNED(8) OCI_TYPECODE_UNSIGNED8 SQLT_UIN (1)

UNSIGNED(16) OCI_TYPECODE_UNSIGNED16 SQLT_UIN (2)

UNSIGNED(32) OCI_TYPECODE_UNSIGNED32 SQLT_UIN (4)

VARRAY [注意 6] OCI_TYPECODE_VARRAY <なし >

VARCHAR OCI_TYPECODE_VARCHAR (n) SQLT_CHR (n) [注意 1]

VARCHAR2 OCI_TYPECODE_VARCHAR2 (n) SQLT_VCS (n) [注意 1]

注意 : 

1. nはバイト単位の文字列サイズです。

2. これらは浮動小数点数で、精度は 2進数で与えられます。bは、数値の精度を 2進数の数字で表します。 

3. これは小数点以下の数値を伴わない NUMBER と等価です。

4. iはバイト単位の数値サイズで、OCIコールの一部として設定されます。

5. pは 10進数での数値の精度です。sは 10進数での数値のスケールです。

6. 名前付きコレクション型の一部としてのみ可能です。

表表表表 3-7  OCI_TYPECODEからからからから SQLTへのマップへのマップへのマップへのマップ (続き続き続き続き )

Oracle 型システムの型名型システムの型名型システムの型名型システムの型名 Oracle 型システムの型型システムの型型システムの型型システムの型 等価等価等価等価 SQLT型型型型
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oratypes.hの定義の定義の定義の定義
このマニュアルでは、全体を通して ub2、sb4などのデータ型、または UB4MAXVALなど
の定数を参照することができます。これらの型は、次の例でも示すように、oratypes.hヘッ
ダー・ファイルで定義されます。正確な内容は、使用しているプラットフォームによって異
なります。

#ifndef ORATYPES
# define ORATYPES
# define SX_ORACLE
# define SX3_ORACLE 
 
#ifndef ORASTDDEF
# include <stddef.h>
# define ORASTDDEF
#endif
 
#ifndef ORALIMITS
# include <limits.h>
# define ORALIMITS
#endif
 
#ifndef TRUE
# define TRUE  1
# define FALSE 0
#endif
 
#ifdef lint
# ifndef mips
#  define signed
# endif 
#endif 
 
#ifdef ENCORE_88K
# ifndef signed
#  define signed
# endif 
#endif 
 
#if defined(SYSV_386) || defined(SUN_OS)
# ifdef signed
#  undef signed
# endif 
# define signed
#endif 
  
#ifndef lint 
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typedef unsigned char  ub1;    
typedef   signed char  sb1;    
#else 
#define ub1 unsigned char 
#define sb1 signed char 
#endif 
 
#define UB1MAXVAL ((ub1)UCHAR_MAX) 
#define UB1MINVAL ((ub1)        0) 
#define SB1MAXVAL ((sb1)SCHAR_MAX) 
#define SB1MINVAL ((sb1)SCHAR_MIN) 
#define MINUB1MAXVAL ((ub1)  255) 
#define MAXUB1MINVAL ((ub1)    0) 
#define MINSB1MAXVAL ((sb1)  127) 
#define MAXSB1MINVAL ((sb1) -127) 
 
#ifndef lint 
typedef unsigned short    ub2;  
typedef   signed short    sb2;  
#else 
#define ub2  unsigned short 
#define sb2  signed short 
#endif
 
#define UB2MAXVAL ((ub2)USHRT_MAX) 
#define UB2MINVAL ((ub2)        0) 
#define SB2MAXVAL ((sb2) SHRT_MAX) 
#define SB2MINVAL ((sb2) SHRT_MIN) 
#define MINUB2MAXVAL ((ub2) 65535) 
#define MAXUB2MINVAL ((ub2)     0) 
#define MINSB2MAXVAL ((sb2) 32767) 
#define MAXSB2MINVAL ((sb2)-32767) 
  
#ifndef lint 
typedef unsigned int  ub4;   
typedef   signed int  sb4;     
#else 
#define eb4 int 
#define ub4 unsigned int 
#define sb4 signed int 
#endif 
 
#define UB4MAXVAL ((ub4)UINT_MAX) 
#define UB4MINVAL ((ub4)        0) 
#define SB4MAXVAL ((sb4) INT_MAX) 
#define SB4MINVAL ((sb4) INT_MIN) 
#define MINUB4MAXVAL ((ub4) 4294967295) 
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#define MAXUB4MINVAL ((ub4)          0) 
#define MINSB4MAXVAL ((sb4) 2147483647) 
#define MAXSB4MINVAL ((sb4)-2147483647) 
 
#define UB1BITS          CHAR_BIT
#define UB1MASK          ((1 << ((uword)CHAR_BIT)) - 1)
  
typedef ub1   bitvec;    
#define BITVEC(n) (((n)+(UB1BITS-1))>>3) 
 
#ifdef lint
# define OraText unsigned char
#else
  typedef  unsigned char OraText;
#endif
 
#define max(x, y)     (((x) < (y)) ?  (y) : (x))
#define min(x, y)     (((x) < (y)) ?  (x) : (y))
  
#ifndef lint 
typedef         ub4      duword;    
typedef         sb4      dsword;    
typedef         dsword   dword;
 
#else 
#define duword ub4 
#define dsword sb4 
#define dword  dsword
#endif  
 
#define  DUWORDMAXVAL       UB4MAXVAL 
#define  DUWORDMINVAL       UB4MINVAL 
#define  DSWORDMAXVAL       SB4MAXVAL 
#define  DSWORDMINVAL       SB4MINVAL 
#define  MINDUWORDMAXVAL    MINUB4MAXVAL 
#define  MAXDUWORDMINVAL    MAXUB4MINVAL 
#define  MINDSWORDMAXVAL    MINSB4MAXVAL 
#define  MAXDSWORDMINVAL    MAXSB4MINVAL 
#define  DEWORDMAXVAL       EB4MAXVAL 
#define  DEWORDMINVAL       EB4MINVAL 
#define  MINDEWORDMAXVAL    MINEB4MAXVAL 
#define  MAXDEWORDMINVAL    MAXEB4MINVAL 
#define  DWORDMAXVAL        DSWORDMAXVAL 
#define  DWORDMINVAL        DSWORDMINVAL 
   
#ifndef lint  
typedef ub4 dsize_t;  
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# else 
# define dsize_t ub4 
#endif 
 
# define DSIZE_TMAXVAL UB4MAXVAL       
# define MINDSIZE_TMAXVAL (dsize_t)65535 
 
 
#ifndef lint  
typedef sb4 dboolean;  
# else 
# define dboolean sb4 
#endif 

#ifndef lint 
typedef ub4 dptr_t; 
#else 
#define dptr_t ub4 
#endif 
  
#ifndef lint 
typedef          char     eb1;
typedef          short    eb2;  
typedef          int      eb4;   
typedef          eb4      deword; 
#else
# define         eb1      char
# define         eb2      short
# define         eb4      int
# define         deword   eb4
#endif
 
#define EB1MAXVAL      ((eb1)SCHAR_MAX) 
#define EB1MINVAL      ((eb1)        0) 
#define MINEB1MAXVAL   ((eb1)  127) 
#define MAXEB1MINVAL   ((eb1)    0) 
#define EB2MAXVAL      ((eb2) SHRT_MAX) 
#define EB2MINVAL      ((eb2)        0) 
#define MINEB2MAXVAL   ((eb2) 32767) 
#define MAXEB2MINVAL   ((eb2)     0) 
#define EB4MAXVAL      ((eb4) INT_MAX) 
#define EB4MINVAL      ((eb4)        0) 
#define MINEB4MAXVAL   ((eb4) 2147483647) 
#define MAXEB4MINVAL   ((eb4)          0) 
 
#ifndef lint 
typedef         sb1  b1;  
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#else 
#define         b1 sb1 
#endif  
#define  B1MAXVAL  SB1MAXVAL 
#define  B1MINVAL  SB1MINVAL 
#ifndef lint 
typedef         sb2      b2;
#else 
#define         b2 sb2 
#endif  
#define  B2MAXVAL  SB2MAXVAL 
#define  B2MINVAL  SB2MINVAL 
 
#ifndef lint 
typedef         sb4    b4; 
#else 
#define         b4 sb4 
#endif  
# define  B4MAXVAL  SB4MAXVAL 
# define  B4MINVAL  SB4MINVAL 
 
#ifndef uiXT
typedef   ub1       BITS8; 
typedef   ub2       BITS16;
typedef   ub4       BITS32; 
#endif
 
#if !defined(LUSEMFC)
# ifdef lint
#  define text unsigned char
# else
   typedef OraText text;
# endif
#endif
 
#define  M_IDEN    30
 
#ifdef AIXRIOS
# define SLMXFNMLEN 256   
#else
# define SLMXFNMLEN 512    
#endif 
 
#ifndef lint
typedef          int eword;   
typedef unsigned int uword;     
typedef   signed int sword;   
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#else
#define eword int
#define uword unsigned int
#define sword signed int
#endif 
 
#define  EWORDMAXVAL  ((eword) INT_MAX)
#define  EWORDMINVAL  ((eword)       0)
#define  UWORDMAXVAL  ((uword)UINT_MAX)
#define  UWORDMINVAL  ((uword)       0)
#define  SWORDMAXVAL  ((sword) INT_MAX)
#define  SWORDMINVAL  ((sword) INT_MIN)
#define  MINEWORDMAXVAL  ((eword)  32767)
#define  MAXEWORDMINVAL  ((eword)      0)
#define  MINUWORDMAXVAL  ((uword)  65535)
#define  MAXUWORDMINVAL  ((uword)      0)
#define  MINSWORDMAXVAL  ((sword)  32767)
#define  MAXSWORDMINVAL  ((sword) -32767)
 
#ifndef lint
typedef unsigned long  ubig_ora;      
typedef   signed long  sbig_ora;      
#else
#define ubig_ora unsigned long
#define sbig_ora signed long
#endif 
 
#define UBIG_ORAMAXVAL ((ubig_ora)ULONG_MAX)
#define UBIG_ORAMINVAL ((ubig_ora)        0)
#define SBIG_ORAMAXVAL ((sbig_ora) LONG_MAX)
#define SBIG_ORAMINVAL ((sbig_ora) LONG_MIN)
#define MINUBIG_ORAMAXVAL ((ubig_ora) 4294967295)
#define MAXUBIG_ORAMINVAL ((ubig_ora)          0)
#define MINSBIG_ORAMAXVAL ((sbig_ora) 2147483647)
#define MAXSBIG_ORAMINVAL ((sbig_ora)-2147483647)
 
#define UBIGORABITS      (UB1BITS * sizeof(ubig_ora))
  
#ifndef lint
#if (__STDC__ != 1)
# define SLU8NATIVE
# define SLS8NATIVE
#endif
#endif
 
#ifdef SLU8NATIVE
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#ifdef SS_64BIT_SERVER
# ifndef lint
   typedef unsigned long ub8;
# else
#  define ub8 unsigned long
# endif 
#else
# ifndef lint
   typedef unsigned long long ub8;
# else
#  define ub8 unsigned long long
# endif 
#endif
 
#define UB8ZERO      ((ub8)0)
 
#define UB8MINVAL    ((ub8)0)
#define UB8MAXVAL    ((ub8)18446744073709551615)
 
#define MAXUB8MINVAL ((ub8)0)
#define MINUB8MAXVAL ((ub8)18446744073709551615)
 
#endif 
 
 
#ifdef SLS8NATIVE
 
#ifdef SS_64BIT_SERVER
# ifndef lint
   typedef signed long sb8;
# else
#  define sb8 signed long
# endif 
#else
# ifndef lint
   typedef signed long long sb8;
# else
#  define sb8 signed long long
# endif 
#endif
 
#define SB8ZERO      ((sb8)0)
 
#define SB8MINVAL    ((sb8)-9223372036854775808)
#define SB8MAXVAL    ((sb8) 9223372036854775807)
 
#define MAXSB8MINVAL ((sb8)-9223372036854775807)
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#define MINSB8MAXVAL ((sb8) 9223372036854775807)
 
#endif 
 
 
 
#undef CONST
#ifdef _olint
# define CONST const
#else
#if defined(PMAX) && defined(__STDC__)
#   define CONST const
#else
# ifdef M88OPEN
#  define CONST const
# else 
#  if defined(SEQ_PSX) && defined(__STDC__)
#    define CONST const
#  else 
#    ifdef A_OSF
#      if defined(__STDC__)
#        define CONST const
#      else
#        define CONST
#      endif
#    else
#      define CONST
#    endif 
#  endif 
# endif 
#endif
#endif 
 
 
 
#ifdef lint
# define dvoid void
#else
 
# ifdef UTS2
#  define dvoid char
# else
# define dvoid void
# endif 
 
#endif 
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typedef void (*lgenfp_t)( void );
 
 
 
#ifndef ORASYSTYPES
# include <sys/types.h>
# define ORASYSTYPES
#endif 
 
#ifndef boolean
#ifndef lint
typedef int boolean;
#else
#define boolean int
#endif
#endif
 
 
#ifdef sparc
# define SIZE_TMAXVAL SB4MAXVAL 
#else
# define SIZE_TMAXVAL UB4MAXVAL 
#endif 
 
#define MINSIZE_TMAXVAL (size_t)65535
 
#if !defined(MOTIF) && !defined(LISPL)  && !defined(__cplusplus) && !defined(LUS
EMFC)
typedef  OraText *string; 
#endif 
 
#ifndef lint
typedef unsigned short  utext;
#else
#define utext  unsigned short
#endif
 
#endif 
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4
SQL文の処理文の処理文の処理文の処理

この章では、Oracleコール・インタフェースを使った SQL文の処理に関する概念およびス
テップを説明します。この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ SQL文の処理

■ 文の準備

■ バインディング

■ 文の実行

■ 選択リスト項目の記述

■ 定義

■ 結果のフェッチ
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概要概要概要概要
第 2章 では、OCIアプリケーションに含まれる基本ステップについて説明しました。この章
では、OCIプログラムで SQL文を処理するときの特定の作業について、さらに詳細に説明
します。

SQL文の処理文の処理文の処理文の処理
OCIプログラムの最も一般的なタスクの 1つは、SQL文の受入れと処理です。この項では、
SQL処理に含まれる特定のステップの概要を説明します。

必要なハンドルを割り当ててサーバーへ接続した後は、図 4-1の「SQL文の処理におけるス
テップ」に示すように、次の基本ステップで SQL文の処理を行います。

1. 準備準備準備準備 OCIStmtPrepare()を使用してアプリケーション要求を定義します。

2. バインドバインドバインドバインド 入力変数を伴う DML文および問合せの場合、OCIBindByPos()、
OCIBindByName()、OCIBindObject()、OCIBindDynamic()または OCIBindArrayOfStruct()
を使ってバインド・コールを 1つ以上実行し、各入力変数（または PL/SQL出力変数）
または各配列のアドレスを文中の各プレースホルダへバインドします。

3. 実行実行実行実行 OCIStmtExecute()をコールして文を実行します。DDL文の場合は、これ以降のス
テップは必要ありません。

4. 記述記述記述記述 必要な場合は、OCIParamGet()および OCIAttrGet()を使用して、選択リスト項目を
記述します。このステップはオプションです。選択リスト項目の数および各項目の属性
（長さやデータ型など）がコンパイル時にわかっている場合には、このステップは必要
ありません。

5. 定義定義定義定義 問合せの場合には、OCIDefineByPos()、OCIDefineObject()、OCIDefineDynamic()ま
たは OCIDefineArrayOfStruct()の定義コールを 1つ以上実行して、SQL文の各選択リス
ト項目に対して出力変数を定義します。無名 PL/SQLブロックの出力変数の定義には定
義コールを使用しないように注意してください。その定義は、データをバインドする時
点ですでに行われています。

6. フェッチフェッチフェッチフェッチ 問合せの場合は、OCIStmtFetch()をコールして問合せの結果をフェッチしま
す。

これらのステップの後、アプリケーションでは割り当てたハンドルを解放し、次にサーバー
から接続解除するか、追加の文を処理できます。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 明示的解析ステップは OCIプログラムでは不要になりまし
た。文の解析が必要な場合、解析のステップは実行時に行われます。これは、8.0のア
プリケーションでは、DML文と DDL文の両方に対して実行コマンドを発行する必要が
あるということです。
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図図図図 4-1  SQL文の処理におけるステップ文の処理におけるステップ文の処理におけるステップ文の処理におけるステップ

この図では、各ステップについて、対応する OCI関数コールを示しています。複数のコール
が必要な場合もあります。

上記のステップの詳細は、次の項を参照してください。

注意注意注意注意 : ステップの順序には、いくつかのバリエーションがあります。たとえば、コンパ
イル時にデータ型と戻される値の長さがわかっている場合には、実行前に定義ステップ
を処理できます。また、アスタリスク（*）で示しているように、アプリケーションに
よってはいくつかのステップは不要です。

アプリケーションで次のことを行う場合には、図に示したステップの他に追加ステップ
が必要です。

– 複数トランザクションの開始および管理

– 実行の複数スレッドの管理

– ピース単位の挿入または更新、フェッチの実行

これらのトピックの詳細は、第 9章の「OCIプログラミングの応用」を参照してください。

OCI共有モード機能の使用方法の詳細は、2-19ページの「共有データ・モード」を参照して
ください。

*

OCIStmtPrepare()

OCIStmtExecute()

OCIStmtFetch()

OCIDefineByPos()
OCIDefineObject()
OCIDefineArrayOfStruct()
OCIDefineDynamic()

OCIParamGet()
OCIAttrGet()

OCIBindByName() or OCIBindByPos()
OCIBindObject()
OCIBindArrayOfStruct()
OCIBindDynamic()
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文の準備文の準備文の準備文の準備
SQL文および PL/SQL文は、文の準備コールおよびバインド・コール（必要な場合）を使
用して、実行の準備をする必要があります。このフェーズでは、アプリケーションは SQL
文または PL/SQL文を指定し、文中の関連付けられたプレースホルダをデータにバインドし
て実行できるようにします。クライアント側ライブラリによって、実行準備の済んだ文を保
持するための記憶域が割り当てられます。 

アプリケーションでは、OCIStmtPrepare()コールを使用し、事前に割り当てられている文ハ
ンドルに SQL文または PL/SQL文を渡すことによって、文の実行準備を要求します。これ
は、完全なローカル・コールであるため、サーバーとの往復は必要ありません。この時点で
は、文と特定のサーバーとの関連付けは行われません。

要求コールの後、アプリケーションから文ハンドルで OCIAttrGet()をコールし、attrtypeパ
ラメータへ OCI_ATTR_STMT_TYPEを渡すことにより、準備されている SQL文の種類を調
べることができます。可能な属性値とそれに対応する文の種類は、表 4-1にリストされてい
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIアプリケーションでの PL/SQL使用方法の詳細は、2-37ページの「OCI
プログラムでの PL/SQL使用」を参照してください。 

OCIStmtPrepare()コールの詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照して
ください。

表表表表 4-1  OCI_ATTR_STMT_TYPE値および文の種類値および文の種類値および文の種類値および文の種類

属性値属性値属性値属性値 文の種類文の種類文の種類文の種類

OCI_STMT_SELECT SELECT文

OCI_STMT_UPDATE UPDATE文

OCI_STMT_DELETE DELETE文

OCI_STMT_INSERT INSERT文

OCI_STMT_CREATE CREATE文

OCI_STMT_DROP DROP文

OCI_STMT_ALTER ALTER文

OCI_STMT_BEGIN BEGIN...（PL/SQL）

OCI_STMT_DECLARE DECLARE...（PL/SQL）



バインディング

SQL文の処理 4-5

複数サーバーでの準備済みの文使用方法複数サーバーでの準備済みの文使用方法複数サーバーでの準備済みの文使用方法複数サーバーでの準備済みの文使用方法
文ハンドルとサーバーの個々のサービス・コンテキスト・ハンドルの再関連付けによって、
準備済みのアプリケーション要求を実行時に複数のサーバーに対して実行できます。新たな
関連付けが行われると、現行のサービス・コンテキスト・ハンドルと文ハンドル間の関連付
けについてキャッシュされている情報はすべて失われます。

たとえば、複数のサーバーを管理するネットワーク・マネージャのようなアプリケーション
を考えてみます。多くの場合、情報を検索して表示するために、同一の SELECT文を複数の
サーバーに対して実行する必要があります。OCIによって、サーバー・マネージャ・アプリ
ケーションでは SELECT文を一度準備するだけで、それを複数のサーバーに対して実行でき
ます。準備済みの文を次のサーバーに再関連付けする前に、各サーバーから必要なすべての
行をフェッチしておく必要があります。 

注意注意注意注意 : 準備済みの文を同じサーバーで頻繁に再実行する必要がある場合は、別のサービ
ス・コンテキスト用に新しい文を準備すると効率的です。

バインディングバインディングバインディングバインディング
大部分の DML文と一部の問合せ（WHERE句を使用した問合せなど）では、プログラムで
データを SQLまたは PL/SQL文の一部として Oracleに渡す必要があります。このような
データは、プログラムのコンパイル時にわかっている定数またはリテラル・データです。た
とえば、次の SQL文は従業員をデータベースへ追加するものですが、これには 'BESTRY'お
よび 2365などのリテラルがいくつか含まれています。

INSERT INTO emp VALUES
    (2365, 'BESTRY', 'PROGRAMMER', 2000, 20)

このように、文をアプリケーション内にハード・コーディングすることは、非常に非効率的
です。データベースに新しい従業員を追加するたびに、文を変更してプログラムを再コンパ
イルする必要があります。ユーザーが実行時に入力データを指定できるようにすれば、プロ
グラムにもっと柔軟性を持たせることができます。

入力データが実行時に指定される SQL文または PL/SQLブロックを準備する場合は、SQL
文または PL/SQLブロックのプレースホルダによって、どの位置にデータが入力されるのか
をマークします。たとえば、次の SQL文には、5つのプレースホルダが含まれています。プ
レースホルダは先頭にコロンが付き（:enameなど）、プログラムにより入力データが供給
される必要があることを示しています。

INSERT INTO emp VALUES
    (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

入力変数のプレースホルダは、DELETE文、INSERT文、SELECT文、UPDATE文、
PL/SQLブロックで、式またはリテラル値を使用できる位置であれば文中のどの位置でも使
用できます。PL/SQLでは、出力変数にもプレースホルダを使用できます。
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注意注意注意注意 : プレースホルダを、表などの他の Oracleオブジェクトを表すために使用すること
はできません。たとえば、次の例は :empプレースホルダの有効な使用方法ではありま
せん。

INSERT INTO :emp VALUES
    (12345, 'OERTEL', 'WRITER', 50000, 30)

SQL文または PL/SQLブロックの各プレースホルダに対して、プログラム内の変数のアド
レスをプレースホルダにバインドする OCIルーチンをコールする必要があります。Oracle
では、文を実行すると、プログラムで入力変数またはバインド変数に入れたデータが読み取
られ、それが SQL文でサーバーに渡されます。

バインド操作のインプリメントの詳細は、第 5章の「バインディングと定義」を参照してく
ださい。

文の実行文の実行文の実行文の実行
OCIアプリケーションは、OCIStmtExecute()を使用して、準備済みの文を個別に実行しま
す。構文の詳細は、15-164ページの OCIStmtExecute()を参照してください。

OCIアプリケーションで問合せを実行すると、問合せ指定に合致するデータを Oracleから
受け取ります。データベース内では、データは Oracle独自の形式で格納されています。戻
された結果に対して、OCIアプリケーションでは、データを特定のホスト言語形式に変換
し、それを特定の出力変数またはバッファ内に格納することを要求できます。

問合せの選択リスト各項目に対し、問合せの結果を受け取るため、OCIアプリケーションは
出力変数を定義しなければなりません。定義ステップでは、バッファのアドレスおよび検索
対象データの型を指示します。

注意注意注意注意 : OCIStmtExecute()コール前に出力変数が SELECT文に対して定義されている場合、
itersパラメータで指定した行数が定義済みの出力バッファへ直接フェッチされ、プリ
フェッチ・カウントと等価な追加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。

問合せ以外では、OCIStmtExecute()コールの itersパラメータは、配列操作中の文の実行回数
を制御します。たとえば、10項目の配列が INSERT文の 1個のプレースホルダにバインドさ
れていて、itersが 10と設定されている場合、10項目すべてが 1回の実行コールで挿入され
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 出力変数の定義の詳細は、4-13ページの「定義」を参照してください。

実行スナップショット実行スナップショット実行スナップショット実行スナップショット
OCIStmtExecute()コールを使うと、データベースのコミット済みデータの一貫した同一ス
ナップショット上で、複数のサービス・コンテキストが確実に動作します。これは、特定の
OCIStmtExecute()コールの snap_outパラメータの内容を読み取り、その値を次の
OCIStmtExecute()コールの snap_inパラメータに渡すことによって実現されます。
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注意注意注意注意 : 特定のサービス・コンテキストにコミットされていないデータがある場合、同じ
スナップショットを使っていても、そのデータは他のコンテキストには認識されませ
ん。

snap_outパラメータおよび snap_inパラメータのデータ型は、どちらも OCIスナップショッ
ト記述子のデータ型 OCISnapshotです。この記述子は OCIDescAlloc()関数で割り当てられ
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 記述子の詳細は、2-14ページの「記述子およびロケータ」を参照してくださ
い。

OCIStmtExecute()をコールする場合には、スナップショットを指定する必要はありません。
次のサンプル・コードは、スナップショット・パラメータが NULLとして渡される基本的な
実行例を示しています。

checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
          (OCISnapshot *)NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT))

注意注意注意注意 : checkerr()関数によって、OCIアプリケーションからのリターン・コードが評価さ
れます。この関数用のコードの詳細は、2-26ページの「エラー処理」を参照してくださ
い。

実行モード実行モード実行モード実行モード
OCIStmtExecute()コールのために、次のようないくつかのモードを指定できます。

■ 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、実行の前に問合せを記述したいユーザー用です。
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。

■ OCI_COMMIT_ON_SUCCESS このモードで文を実行した場合、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する正確な行数があらかじめわかっ
ている場合に使用します。

■ OCI_BATCH_ERRORS このモードの詳細は、4-8ページの「OCIStmtExecute()用のバッ
チ・エラー・モード」を参照してください。
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OCIStmtExecute()用のバッチ・エラー・モード用のバッチ・エラー・モード用のバッチ・エラー・モード用のバッチ・エラー・モード
OCIでは、配列 DML操作を実行できます。たとえば、アプリケーションでは、INSERT文、
UPDATE文または DELETE文の配列を 1回の文実行で処理できます。一意性制約違反など
のサーバーからのエラーのために操作のいずれかが失敗すると、配列操作は中止され、OCI
はエラーを戻します。その場合、配列内の残りの行はすべて無視されます。このため、アプ
リケーションでは残りの配列を再実行する必要があり、さらにエラーが戻される場合には再
びこの処理全体を繰り返す必要がありますが、これによって追加のラウンドトリップが発生
します。

配列 DML操作の処理を容易にするために、OCIではバッチ・エラー・モードを提供してい
ます。このモードは OCIStmtExecute()コールに指定するもので、1つ以上のエラーが発生す
る場合の DML配列処理を単純化します。このモードでは、OCIはすべての行の INSERT、
UPDATEまたは DELETEを試行し、発生したエラーの情報を（バッチとして）収集します。
次に、アプリケーションでこのエラー情報を取り出し、最初のコール中に失敗した任意の
DML操作を再実行できます。

注意注意注意注意 : この機能は、リリース 8.1サーバーに対して実行中の 8.1 OCIライブラリにリンク
されているアプリケーションでのみ使用可能です。また、この項で説明している新しい
プログラム論理を反映するために、アプリケーションをコーディングし直す必要があり
ます。

この方法では、配列内のすべての DML操作が最初のコールで試行され、失敗した操作を 2
番めのコールで再発行できます。

このモードは次のように使用します。

1. OCIStmtExecute()コールの modeパラメータとして OCI_BATCH_ERRORSを指定しま
す。

2. OCIStmtExecute()で配列 DML操作を実行した後、アプリケーションでは文ハンドルで
OCIAttrGet()をコールして OCI_ATTR_NUM_ERRORS属性を取り出すことにより、操
作中に発生したエラーの番号を取り出すことができます。たとえば、次のとおりです。

ub4 num_errs;
OCIAttrGet(stmtp, OCI_HTYPE_STMT, &num_err, 0, OCI_ATTR_NUM_ERRORS, errhp);

3. エラーのリストが取り出されると、エラー・ハンドルが解放されます。 

アプリケーションでは、OCIParamGet()を使って、OCIStmtExecute()コールに渡された
エラー・ハンドルから各エラーを行情報とともに抽出します。この情報を取り出すに
は、アプリケーションで OCIParamGet()コール用の追加の新しいエラー・ハンドルを割
り当てる必要があります。この新しいエラー・ハンドルには、バッチとして記録された
エラー情報が含まれています。アプリケーションでは、OCIErrorGet()で各エラーの構
文を取得し、新しいエラー・ハンドルで OCIAttrGet()をコールすることにより、エラー
が発生した行のオフセットを（DML配列内に）取得します。

たとえば、num_errsの結果が取り出された後で、アプリケーションから次のコールを
発行する場合があります。
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OCIError errhndl;
for (i=0; i<num_errs; i++) {

OCIParamGet(errhp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &errhndl, i+1);
OCIErrorGet(..., errhndl, ...);
OCIAttrGet(errhndl, OCI_HTYPE_ERR, &row_offset, 0, OCI_ATTR_ROW_NUM, 

errhp);

次に、アプリケーションではバッチとして記録されたエラーから取り出された診断情報
を使い、配列内の該当するエントリのバインド情報を修正できます。該当するバイン
ド・バッファが修正または更新されると、アプリケーションでそれに対応する DML文
を再実行できます。

アプリケーションではコンパイル時には最初の実行でエラーの原因となる行を検出でき
ないため、実行時に該当するバッファを渡すことにより、次の実行のバインドを動的に
実行する必要があります。ユーザーは、最初の DML操作での配列バインドで使用され
たバインド・バッファを再使用できます。

例例例例
次のコードは、この実行モードの使用方法の例を示しています。この例では、表に 5つの行
を（NUMBERおよび CHAR型の 2つの列とともに）挿入するアプリケーションがあるものと
します。さらに、2つの行（1および 3）だけが最初の DML操作で正常に挿入されるものと
します。ユーザーは次に、データ（最初の操作で挿入された誤ったデータ）を修正し、修正
したデータの UPDATEを発行します。ユーザーは文ハンドル stmtp1および stmtp2を使
用して、INSERTおよび UPDATEをそれぞれ発行します。

OCIBind *bindp1[2], *bindp2[2];
ub4 num_errs, row_OH[MAXROWS], number[MAXROWS] = {1,2,3,4,5};
char grade[MAXROWS] = {'A','B','C','D','E'};
                             /* Array bind all the positions */
OCIBindByPos (stmtp1,&bindp1[0],errhp,1,(dvoid *)&number[0],
     sizeof(number[0]),SQLT_NUM,(dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,
            0,(ub4 *)0,OCI_DEFAULT);
OCIBindByPos (stmtp1,&bindp1[1],errhp,2,(dvoid *)&grade[0], 
     sizeof(grade[0],SQLT_CHR,(dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,
            (ub4 *)0,OCI_DEFAULT);
                                 /* execute the array INSERT */
OCIStmtExecute (svchp,stmtp1,errhp,5,0,0,0,OCI_BATCH_ERRORS);
                                 /* get the number of errors */
OCIAttrGet (stmtp1, OCI_HTYPE_STMT, &num_errs, 0,
            OCI_ATTR_NUM_DML_ERRORS, errhp);
if (num_errs) {
   /* The user can do one of two things: 1) Allocate as many  */
   /* error handles as number of errors and free all handles  */
   /* at a later time; or 2) Allocate one err handle and reuse */
   /* the same handle for all the errors */
   OCIError *errhndl[num_errs];
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   for (i = 0; i < num_errs; i++) {
      OCIParamGet(errhp, OCI_HTYPE_ERROR, &errhndl[i], i+1);
      OCIAttrGet (errhndl[i], OCI_HTYPE_ERROR, &row_off[i], 0, 
                  OCI_ATTR_DML_ROW_OFFSET, errhp);
      OCIErrorGet (..., errhndl[i], ...); /* get server diagnostics */
    }
}
  /* make corrections to bind data */
OCIBindByPos (stmtp2,&bindp2[0],errhp,1,(dvoid *)0,0,SQLT_NUM, 
     (dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,(ub4 *)0,OCI_DATA_AT_EXEC);
OCIBindByPos (stmtp2,&bindp2[1],errhp,2,(dvoid *)0,0,SQLT_DAT, 
     (dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,(ub4 *)0,OCI_DATA_AT_EXEC);
               /* register the callback for each bind handle */
OCIBindDynamic (bindp2[0],errhp,row_OH,my_callback,0,0);
OCIBindDynamic (bindp2[1],errhp,row_OH,my_callback,0,0);
                             /* execute the UPDATE statement */
OCIStmtExecute (svchp,stmtp2,errhp,2,0,0,0,OCI_BATCH_ERRORS);

この例では、どの行がエラーとともに返されるかコンパイル時にはわからないため、
OCIBindDynamic()をコールバックとともに使用しています。コールバックを使用すると、
row_OH に格納したエラー行の番号をコールバック・コンテキストを通じて渡し、更新また
は修正の必要があるそれらの行だけを送信することができます。INSERTの実行と UPDATE
の実行で、同じバインド・バッファを共有できます。

選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述
OCIアプリケーションで問合せを処理する場合には、選択リストの項目に関して詳細な情報
を取得する必要があります。実行時まで問合せの内容がわからない動的問合せの場合は、特
にそうです。そのような場合、プログラムでは、選択リスト項目のデータ型および列の長さ
に関する情報を取得する必要があります。この情報は、問合せの結果を受け取る出力変数を
定義するために必要です。

たとえば、ユーザーが次の問合せを入力したとします。

SELECT * FROM employees

プログラムには、employees表の列についての事前情報はありません。

リリース 8iで使用可能な記述の種類には、暗黙的および明示的の 2つがあります。暗黙的な
記述は、サーバーから記述情報を取り出すのに特別なコールを必要としない記述です。ただ
し、その情報にアクセスするには特別なコールが必要です。明示的な記述は、サーバーから
記述情報を得るために、アプリケーションから特定の関数をコールする必要がある記述で
す。

アプリケーションでは、選択リスト（問合せ）を暗黙的にも明示的にも記述できます。その
他のスキーマ要素は、明示的に記述する必要があります。
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暗黙的な記述の場合、アプリケーションでは、文の実行が終わった後に文ハンドルの属性と
して選択リストの情報を取得できます。特定の記述コールは必要ありません。記述コールが
不要なため、これは暗黙的と呼ばれます。記述情報は何もしなくても実行時に供給されま
す。 

ユーザーは、実行前に、問合せを明示的に記述することを選択できます。そのためには、
OCIStmtExecute()のモードとして OCI_DESCRIBE_ONLYを指定します。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。ただ
しパフォーマンスを向上させるには、標準な文の実行時に何もしなくても得られる暗黙的記
述をアプリケーションで活用することをお薦めします。

OCIDescribeAny()コールを使用した明示的な記述では、選択リストではなく、スキーマ・オ
ブジェクトに関する情報を取得します。

すべての場合において、列およびデータ型に関する特定の情報は、ハンドル属性を読み取る
ことによって検索されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIDescribeAny()によるスキーマ・オブジェクトに関するメタデータの取得
方法の詳細は、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。

暗黙的記述暗黙的記述暗黙的記述暗黙的記述
SQL文を実行した後、文ハンドルの属性として選択リストに関する情報を取得できます。明
示的な記述コールは必要ありません。

アプリケーションで文ハンドルから選択リストに関する情報を検索するには、選択リストの
各位置に対して OCIParamGet()を 1回ずつコールし、その位置のパラメータ記述子を割り当
てる必要があります。選択リスト位置は 1-が基準となります。これは選択リストの最初の項
目が位置数値 1であることを意味しています。

複数の選択リストに関する情報を検索するには、最初に posパラメータを 1と設定した
OCIParamGet()をコールし、次に posの値を反復して、OCI_NO_DATAが戻されるまで
OCIParamGet()コールを繰り返します。また、アプリケーションでは、列をランダムに取得
するために、位置 nを指定できます。

アプリケーションでは、選択リストの位置のパラメータ記述子を割り当てた後、パラメータ
記述子について OCIAttrGet()をコールすることによって、特定の情報を検索できます。パラ
メータ記述子から取得できる情報として、データ型とパラメータの最大サイズがあります。

次のサンプル・コードでは、問合せ実行に続く問合せに対応した列名やデータ型を取り出す
ループを示しています。この問合せは、事前に OCIStmtPrepare()のコールによって文ハンド
ルと関連付けられています。

OCIParam *mypard;
ub4 counter;
ub2 dtype;
text *col_name;
ub4 col_name_len;
sb4 parm_status;
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...

/* Request a parameter descriptor for position 1 in the select-list */
counter = 1;
parm_status = OCIParamGet(stmthp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &mypard,

(ub4) counter);

/* Loop only if a descriptor was successfully retrieved for
current position, starting at 1 */

while (parm_status==OCI_SUCCESS) {

/* Retrieve the data type attribute */
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) mypard, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                 (dvoid*) &dtype,(ub4 *) 0, (ub4) OCI_ATTR_DATA_TYPE, 
                (OCIError *) errhp  ));

/* Retrieve the column name attribute */
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) mypard, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 

(dvoid**) &col_name,(ub4 *) &col_name_len, (ub4) OCI_ATTR_NAME, 
(OCIError *) errhp ));

printf("column=%s  datatype=%d\n\n", col_name, dtype);
fflush(stdout);

/* increment counter and get next descriptor, if there is one */
counter++;
parm_status = OCIParamGet(stmthp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &mypard,

(ub4) counter);
}

注意注意注意注意 : 最初の OCIParamGet()コールのエラー処理は、この例に含まれていません。省略
記号（...）は、この例で部分的にコードを省略した箇所を示しています。

checkerr()関数は、エラー処理に使用します。完全なリストは、付録 Bの「OCIデモ・
プログラム」の最初のサンプル・アプリケーションを参照してください。

OCIAttrGet()および OCIParamGet()のコールは、ネットワーク往復を必要としないローカ
ル・コールです。これは、文の実行後すべての選択リスト情報がクライアント側にキャッ
シュされるためです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのコールの詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」の
OCIParamGet()および OCIAttrGet()の説明を参照してください。

OCIAttrGet()で読み込めるパラメータ記述子の特定の属性のリストは、6-5ページの
「パラメータ属性」を参照してください。



定義

SQL文の処理 4-13

問合せの明示的記述問合せの明示的記述問合せの明示的記述問合せの明示的記述
ユーザーは、実行前に、問合せを明示的に記述することを選択できます。そのためには、
OCIStmtExecute()のモードとして OCI_DESCRIBE_ONLYを指定します。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。

注意注意注意注意 : パフォーマンスを向上させるには、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。

次の短い例では、このメカニズムを使用して、選択リストの明示的な記述を実行し、選択リ
ストの列に関する情報を戻しています。この疑似コードでは、列情報（たとえばデータ型）
を取り出す方法を示します。

/* initialize svchp, stmhp, errhp, rowoff, iters, snap_in, snap_out */
/* set the execution mode to OCI_DESCRIBE_ONLY. Note that setting the mode to OCI_
DEFAULT does an implicit describe of the statement in addition to executing the 
statement */

OCIParam *colhd; /* column handle */
checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmhp, errhp, iters, rowoff, 

snap_in, snap_out, OCI_DESCRIBE_ONLY);

/* Get the number of columns in the query */
checkerr(errhp, OCIAttrGet(stmhp, OCI_HTYPE_STMT, &numcols, 
                      0, OCI_ATTR_PARAM_COUNT, errh));

/* go through the column list and retrieve the data type of each column. We start 
from pos = 1 */
for (i = 1; i <= numcols; i++)
{
/* get parameter for column i */
checkerr(errhp, OCIParamGet(stmhp, OCI_HTYPE_STMT, errh, &colhd, i));

/* get data-type of column i */
checkerr(errhp, OCIAttrGet(colhd, OCI_DTYPE_PARAM,

&type[i-1], 0, OCI_ATTR_DATA_TYPE, errh));
}

定義定義定義定義
問合せ文は、データベースのデータをアプリケーションに戻します。問合せを処理するとき
には、データを検索する選択リストの各項目について、出力変数または出力変数の配列を定
義する必要があります。定義ステップでは、戻される結果の格納場所と格納形式を決定する
関連付けを行います。

たとえば、OCI文で次の文を処理するとします。

SELECT name, ssn FROM employees
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WHERE empno = :empnum

この場合、通常は 2つの出力変数を定義する必要があります。1つは、name列から戻され
る値を受け取るための変数、もう 1つは ssn列から戻される値を受け取るための変数です。

定義操作のインプリメントの詳細は、第 5章の「バインディングと定義」を参照してくださ
い。

結果のフェッチ結果のフェッチ結果のフェッチ結果のフェッチ
OCIアプリケーションで問合せを実行した場合、通常は、文の実行後に OCIStmtFetch()を使
用して、結果をフェッチする必要があります。

フェッチされたデータは、定義操作で指定した出力変数に格納されます。

注意注意注意注意 : OCIStmtExecute()のコール前に SELECT文用の出力変数を定義している場合は、
itersパラメータで指定した行数が、定義済み出力バッファに直接フェッチされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの文により、5-14ページの「定義に使用するステップ」のサンプル・
コードに関連付けられたデータがフェッチされます。詳細は、そのサンプル・コードを
参照してください。

出力変数の定義の詳細は、5-13ページの「定義」を参照してください。

LOBデータのフェッチデータのフェッチデータのフェッチデータのフェッチ
LOB列または属性が選択リストの一部である場合、問合せの結果として LOBロケータが戻
されます。実際の LOB値は、フェッチでは戻されません。アプリケーションでは、LOBロ
ケータに対してさらに操作を実行できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIでの LOBロケータの取扱いの詳細は、第 7章の「LOBおよび FILE操
作」を参照してください。

プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定
サーバーとの往復を最小限にし、アプリケーションのパフォーマンスを最大化するために、
OCIでは問合せの実行時に結果行セットをプリフェッチできます。OCIのプログラマは、
OCIAttrSet()  関数を使用して、文ハンドルの OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS属性、または
OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY属性を設定することにより、このプリフェッチをカスタ
マイズできます。属性は次のように使用します。

■ OCI_ATTR_PREFETCH_ROWSは、プリフェッチする行数を設定します。

■ OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYは、プリフェッチする行に割り当てられたメモリー
を設定します。その後、アプリケーションではメモリーの容量が許すかぎり、行数を
フェッチします。
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これらの属性を設定すると、OCIでは、OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYで設定した最大
メモリーを超えない限り、OCI_ATTR_PREFETCH_ROWSで設定した行数まで行をプリ
フェッチします。この場合、OCIは、OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYのバッファ・サイ
ズに適応した行数を戻します。

デフォルトでは、プリフェッチはオンになっており、OCIでは、常に 1行余分にフェッチし
ます。プリフェッチをオフにするには、OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS属性および OCI_
ATTR_PREFETCH_MEMORY属性の両方に 0（ゼロ）を設定します。

注意注意注意注意 : LONG列が問合せの一部である場合、プリフェッチは無効になります。問合せに
よってデータではなく LOBロケータが戻されるので、LOB列を含む問合せはプリ
フェッチできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのハンドル属性の詳細は、A-14ページの「文ハンドルの属性」を参照
してください。
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5
バインディングと定義バインディングと定義バインディングと定義バインディングと定義

この章では、第 2章の「OCIプログラミングの基本」で紹介したバインディングと定義の基
本概念をもう一度取り上げ、OCIアプリケーションで使用できるさまざまな種類のバインド
と定義の詳細を説明します。さらに、この章では、構造体配列の使用方法およびバインディ
ング、定義、文字変換における諸問題についても説明します。

この章は、次のトピックで構成されています。

■ バインディング

■ 拡張バインド操作

■ 定義

■ 拡張定義操作

■ 構造体の配列

■ RETURNING句を使用した DML

■ NCHARおよび文字変換問題

■ PL/SQL REF CURSORおよびネストしたテーブル

■ ランタイム・データ割当てとピース単位操作

注意注意注意注意 : オブジェクト・アプリケーション用の新規 Oracleデータ型のバインディングおよ
び定義の詳細は、第 12章の「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」を参照してください。
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バインディングバインディングバインディングバインディング
大部分の DML文と一部の問合せ（WHERE句を使用した問合せなど )では、プログラムで、
データを SQLまたは PL/SQL文の一部として Oracleに渡す必要があります。このような
データは、プログラムのコンパイル時にわかっている定数またはリテラル・データです。た
とえば、次の SQL文は従業員をデータベースへ追加するものですが、これには 'BESTRY'お
よび 2365などのリテラルがいくつか含まれています。

INSERT INTO emp VALUES
    (2365, 'BESTRY', 'PROGRAMMER', 2000, 20)

このように、文をアプリケーション内にハード・コーディングすることは、非常に非効率的
です。データベースに新しい従業員を追加するたびに、文を変更してプログラムを再コンパ
イルする必要があります。ユーザーが実行時に入力データを指定できるようにすれば、プロ
グラムにもっと柔軟性を持たせることができます。

入力データが実行時に指定される SQL文または PL/SQLブロックを準備する場合は、SQL
文または PL/SQLブロックのプレースホルダによって、どの位置にデータが入力されるのか
をマークします。たとえば、次の SQL文には、5つのプレースホルダが含まれています。プ
レースホルダは先頭にコロンが付き（:enameなど）、プログラムにより入力データが供給
される必要があることを示しています。

INSERT INTO emp VALUES
    (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

入力変数のプレースホルダは、DELETE文、INSERT文、SELECT文、UPDATE文、
PL/SQLブロックで、式またはリテラル値を使用できる位置であれば文中のどの位置でも使
用できます。PL/SQLでは、出力変数にもプレースホルダを使用できます。

注意注意注意注意 : プレースホルダを使用して表や列などの他の Oracleオブジェクトの名前は指定で
きません。

SQL文または PL/SQLブロックの各プレースホルダに対して、プログラム内の変数のアド
レスをプレースホルダにバインドする OCIルーチンをコールする必要があります。Oracle
では、文を実行すると、プログラムで入力変数またはバインド変数に入れたデータが読み取
られ、それが SQL文でサーバーに渡されます。バインド・ステップを実行する際、必ずし
もバインド変数にデータが入っている必要はありません。バインド・ステップでは、変数の
アドレスおよびデータ型、長さを指定するだけです。

注意注意注意注意 : バインド時にプログラム変数にデータが含まれていない場合には、
OCIStmtExecute()を使用して SQL文または PL/SQLブロックを実行する時点で、必ず
有効なデータが含まれているようにする必要があります。

たとえば、次のような INSERT文があるとします。

INSERT INTO emp VALUES
    (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

次のように変数を宣言したとします。
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text *ename, *job
sword empno, sal, deptno

バインド・ステップでは、プレースホルダ名とプログラム変数のアドレス間の関連付けを行
います。また、図 5-1に示すように、バインドでは、プログラム変数のデータ型と長さを指
定します。この例をインプリメントするコードを、5-6ページの「バインディングで使うス
テップ」に示します。

図図図図 5-1  OCIBindByName() を使ってプレースホルダとプログラム変数を関連づけるを使ってプレースホルダとプログラム変数を関連づけるを使ってプレースホルダとプログラム変数を関連づけるを使ってプレースホルダとプログラム変数を関連づける

バインド変数の値だけを変更した場合は、文を再実行するために再バインドする必要はあり
ません。バインドは参照による結合なので、バインド変数のアドレスおよびバインド・ハン
ドルが有効である限り、再バインドせずに、変数を参照する文を再実行できます。

注意注意注意注意 : インタフェース・レベルの場合は、バインド変数はすべて INであるとみなされ
るため、適切に初期化する必要があります。変数が純 OUTバインド変数の場合は、こ
の変数を 0（ゼロ）に設定できます。また、NULL標識を使用して、その標識を -1
（NULL）に設定することもできます。

Oracle Serverでは、名前付きデータ型、REFおよび LOB用の新しいデータ型がインプリメ
ントされています。新しいデータ型は、SQL文中でプレースホルダとしてバインドできま
す。

注意注意注意注意 : 記述子やロケータなど、ユーザーにサイズがわからない不透明なデータ型の場合
は、記述子またはロケータ・ポインタのアドレスを渡す必要があります。サイズ・パラ
メータに、適切なデータ構造のサイズを設定します（たとえば、
sizeof(structure)）。

INSERT INTO emp

OCIBindByName ( )

(empno, ename, job, sal, deptno)

VALUES (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

Address &empno ename job sal &deptno

Data Type integer string string integer integer

Length sizeof(empno) strlen(ename)+1 strlen(job)+1 sizeof(sal) sizeof(deptno)
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名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド
前述の項の SQL文は、「名前付きバインド」の例です。文の各プレースホルダには、'ename'
や 'sal'などの名前が関連付けられています。この文を準備し、プレースホルダをアプリケー
ションの値に関連付けるときは、OCIBindByName()コールの placeholderパラメータでプレー
スホルダの名前を渡し、プレースホルダの名前による関連付けを行います。

もう 1つの型のバインドは、定位置バインドです。定位置バインドでは、プレースホルダは
名前ではなく文中の位置によって参照されます。このバインドでは、OCIBindByPos()コール
を使用して、入力値とプレースホルダの位置との間の関連付けを行います。

前の項に示した例は、定位置バインドにも使用できます。

INSERT INTO emp VALUES
    (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

5つのプレースホルダは、OCIBindByPos()をコールし、positionパラメータでプレースホル
ダの位置番号を渡すことによって、それぞれバインドされます。たとえば、
OCIBindByPos()をコールすることによって、:empnoプレースホルダは位置 1に、
:enameは位置 2に、というようにバインドされます。

重複バインドの場合、1つのバインド・コールだけが必要です。次の SQL文について考えて
みます。この SQL文は、コミッションと給料の両方が指定の金額よりも大きい従業員を
データベースで問い合せます。

SELECT empno FROM emp
    WHERE sal > :some_value
    AND comm > :some_value

OCIアプリケーションでは、OCIBindByName()を 1回コールするだけで、:some_valueプ
レースホルダを名前によってバインドし、この文のバインドを完了できます。この場合、2
番目のプレースホルダは、最初のプレースホルダからのバインド情報を継承します。

OCI配列インタフェース配列インタフェース配列インタフェース配列インタフェース
Oracleにデータを渡すには、さまざまな方法があります。OCIStmtExecute()ルーチンを使用
して SQL文を繰り返し実行し、反復のたびに異なる入力値を指定することもできます。別
の方法として、Oracle配列インタフェースを使用すると、単一の文と OCIStmtExecute()の
コール 1回だけで、多数の値を入力できます。その場合、配列を入力プレースホルダにバイ
ンドし、itersパラメータで制御して配列全体を同時に渡すことができます。

配列インタフェースを使用すると、大量のデータを更新したり挿入したりする必要がある場
合に、Oracleとのやりとりを大幅に削減できます。この削減により、通信量の多いクライア
ント /サーバー環境では、大きなパフォーマンスの向上につながります。たとえば、データ
ベースに 10行挿入するアプリケーションを考えてみます。OCIStmtExecute()を 10回、それ
ぞれ 1個の値を指定してコールすると、すべてのデータを挿入するにはネットワーク往復が
10回必要です。入力配列を使用すると、OCIStmtExecute()を 1回コールするだけで同じこと
ができ、ネットワーク往復は 1回だけで済みます。
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注意注意注意注意 : OCI配列インタフェースを使って挿入を行う際には、各挿入行が挿入されるたび
に、データベース内の行トリガーが起動します。

PL/SQLのプレースホルダのバインディングのプレースホルダのバインディングのプレースホルダのバインディングのプレースホルダのバインディング
PL/SQLブロックの処理は、単一の SQL文の場合と同じようにそのブロックを文字列変数
に入れて、任意の変数をバインドし、ブロックを含む文を実行して行います。

PL/SQLブロックのプレースホルダをプログラム変数にバインドする場合は、
OCIBindByName()か OCIBindByPos()を使って基本バインドを行います。OCIBindByName() 
か OCIBindByPos() を使うと、スカラーか配列のどちらかのホスト変数をバインドできます。

次の短い PL/SQLブロックには 2つのプレースホルダが含まれ、従業員番号と新規給与額に
基づき、従業員の給与を更新するプロシージャへの INパラメータを表します。

char plsql_statement[] = "BEGIN\
                          RAISE_SALARY(:emp_number, :new_sal);\
                          END;" ;

これらのプレースホルダは、SQL文のプレースホルダと同じ方法で入力変数にバインドでき
ます。

PL/SQL文を処理するとき、出力変数もまたバインド・コールを使用してプログラム変数に
関連付けられます。

たとえば、次のような PL/SQLブロックがあるとします。

BEGIN
SELECT ename,sal,comm INTO :emp_name, :salary, :commission
FROM emp
WHERE ename = :emp_number;

END;

OCIBindByName()を使用して、変数を :emp_nameおよび :salary、:commission出力プ
レースホルダにバインドし、入力プレースホルダ :emp_numberにも変数をバインドしま
す。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : Oracle7 OCIでは、INバインド・バッファだけをアプリ
ケーションで初期化すれば十分でした。Oracle8iでは、バインド・コールでバッファ長
を 0（ゼロ）に設定するか、または対応する標識を -1に設定して、純 OUTバッファの
場合も含め、すべてのバッファを初期化する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQLプレースホルダのバインディングの詳細は、12-3ページの「名前付
きデータ型および REFバインドの情報」を参照してください。
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バインディングで使うステップバインディングで使うステップバインディングで使うステップバインディングで使うステップ
プレースホルダをバインドするには、1つ以上のステップがあります。単純なスカラー・バ
インドまたは配列バインドの場合は、プレースホルダとデータとの関連付けを指定するだけ
です。これは、名前 (OCIBindByName())による OCIバインド、または定位置
(OCIBindByPos())コールによる OCIバインドを使用して行います。

注意注意注意注意 : これらの種類のバインドの違いの詳細は、5-4ページの「名前付きバインドおよび
定位置バインド」を参照してください。

バインドが完了すると、SQL文の実行時には、入力データの位置や PL/SQL出力データを
入れる位置が OCIライブラリに対して明らかになります。5-2ページの「バインディング」
で説明したとおり、プログラム入力データは、プログラム変数をプレースホルダにバインド
する際にプログラム変数内に存在する必要はありませんが、文を実行する際には存在しなけ
ればなりません。

次のコード例は、SQL文の 5つのプレースホルダそれぞれのハンドル割当てとバインドを示
しています。

注意注意注意注意 : checkerr()関数によって、OCIアプリケーションからのリターン・コードが評価さ
れます。この関数用のコードの詳細は、2-26ページの「エラー処理」を参照してくださ
い。

...
/* The SQL statement, associated with stmthp (the statement handle)
by calling OCIStmtPrepare() */
text *insert = (text *) "INSERT INTO emp(empno, ename, job, sal, deptno)\
    VALUES (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)";
...

/*  Bind the placeholders in the SQL statement, one per bind handle. */
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":ENAME",
    strlen(":ENAME"), (ub1 *) ename, enamelen+1, STRING_TYPE, (dvoid *) 0,
    (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":JOB",
    strlen(":JOB"), (ub1 *) job, joblen+1, STRING_TYPE, (dvoid *)
    &job_ind, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd3p, errhp, (text *) ":SAL",
    strlen(":SAL"), (ub1 *) &sal, (sword) sizeof(sal), INT_TYPE,
    (dvoid *) &sal_ind, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, 
    OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd4p, errhp, (text *) ":DEPTNO",
    strlen(":DEPTNO"), (ub1 *) &deptno,(sword) sizeof(deptno), INT_TYPE, 
    (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd5p, errhp, (text *) ":EMPNO",
    strlen(":EMPNO"), (ub1 *) &empno, (sword) sizeof(empno), INT_TYPE,
    (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0,OCI_DEFAULT))
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PL/SQLの例の例の例の例
OCIプログラム中の PL/SQLブロックで最もよく使用されるのは、おそらくストアド・プロ
シージャまたはストアド・ファンクションのコールです。たとえば、データベース中に
RAISE_SALARYというプロシージャが格納されており、これを OCIプログラムからコール
するとします。そのためには、そのプロシージャに対するコールを無名の PL/SQLブロック
に埋め込み、OCIプログラムの PL/SQLブロックを処理します。

次に示すプログラムの一部分は、ストアド・プロシージャ・コールを OCIアプリケーション
に埋め込む方法の例です。簡潔にするために、ここではプログラムに関連する部分だけを示
しています。

このプログラムでは、これらのパラメータを受け取る raise_salaryというストアド・プ
ロシージャへの入力として、従業員番号と新しい給与が渡されます。

raise_salary (employee_num IN, sal_increase IN, new_salary OUT);

このプロシージャでは、指定された従業員給与に指定された額が上乗せされます。増額され
た給与はストアド・プロシージャの OUT変数 new_salaryに復帰し、この値がプログラム
で表示されます。

/* Define PL/SQL statement to be used in program. */
text *give_raise = (text *) "BEGIN\
                  RAISE_SALARY(:emp_number,:sal_increase, :new_salary);\
                     END;";
OCIBind  *bnd1p = NULL;                      /* the first bind handle */
OCIBind  *bnd2p = NULL;                     /* the second bind handle */
OCIBind  *bnd3p = NULL;                      /* the third bind handle */

static void checkerr();
sb4 status;

main()
{
  sword    empno, raise, new_sal;
  dvoid    *tmp;
  OCISession *usrhp = (OCISession *)NULL; 
...
/* attach to database server, and perform necessary initializations
and authorizations */
...
      /* allocate a statement handle */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
           OCI_HTYPE_STMT, 100, (dvoid **) &tmp));

      /* prepare the statement request, passing the PL/SQL text
        block as the statement to be prepared */
checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) give_raise, (ub4) 
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      strlen(give_raise), OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT));

      /* bind each of the placeholders to a program variable */
 checkerr( errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":emp_number",
             -1, (ub1 *) &empno,
            (sword) sizeof(empno), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

 checkerr( errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":sal_increase",
             -1, (ub1 *) &raise,
             (sword) sizeof(raise), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

      /* remember that PL/SQL OUT variable are bound, not defined */

checkerr( OCIBindByName(stmthp, &bnd3p, errhp, (text *) ":new_salary",
             -1, (ub1 *) &new_sal,
             (sword) sizeof(new_sal), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

      /* prompt the user for input values */
printf("Enter the employee number: ");
scanf("%d", &empno); 
      /* flush the input buffer */
myfflush();

printf("Enter employee's raise: ");
scanf("%d", &raise);
      /* flush the input buffer */
myfflush();

  /* execute PL/SQL block*/
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
      (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT));

  /* display the new salary, following the raise */
printf("The new salary is %d\n", new_sal);
}

このプログラムの出力例を次に示します。実行前の従業員 7954番の給与は 2000です。

Enter the employee number: 7954
Enter employee's raise: 1000

新規の給与は 3000です。
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拡張バインド拡張バインド拡張バインド拡張バインド
前項では、単純なスカラー・バインドを実行する方法を例で示しました。その例では、必要
なバインド・コールは 1回だけでした。場合によっては、特定のバインド・データ型または
実行モードについて特定の属性を定義するために、追加のバインド・コールが必要です。こ
のような高度なバインド操作については、次の項で説明しています。

Oracleには、ADT属性をマップする事前定義済みの Cデータ型もあります。OCIDateや
OCINumberなど、これらのデータ型のバインディングの詳細は、第 12章の「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」を参照してください。

拡張バインド操作拡張バインド操作拡張バインド操作拡張バインド操作
4-5ページの「バインディング」では、OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使って、
SQL文のプレースホルダとプログラム変数間の関連付けを行うための基本バインド操作の方
法について説明しました。

この項では、マルチステップ・バインドおよび名前付きデータ型バインド、REFのバインド
などの拡張バインド操作について説明します。

場合によっては、特定のバインド・データ型または特定の実行モードについて特定の属性を
定義するために、追加のバインド・コールが必要です。

以降の項ではこの特別なケースについて説明します。バインディングの詳細は、表 5-1の
「バインド型の違いについて」にまとめてあります。

静的配列バインド静的配列バインド静的配列バインド静的配列バインド
静的配列バインドの属性は、OCIの構造体の配列バインド・コール OCIBindArrayOfStruct()
を使用して設定します。このコールは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールに
従って作成します。

注意注意注意注意 : 静的配列バインドは、スカラー配列型または名前付きデータ型の列のバインドの
ことではなく、PL/SQL表のバインドまたは SQL（INSERTまたは UPDATE）での複
数行操作のバインドのことを指します。

また、OCIBindArrayOfStruct()コールは、アプリケーションで、構造体の配列機能を使用す
る場合に必要なスキップ・パラメータを定義するのに使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 構造体配列の使用方法の詳細は、5-17ページの「構造体の配列」を参照して
ください。

名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド
名前付きデータ型（オブジェクト）のバインディングの詳細は、12-2ページの「名前付き
データ型のバインド」を参照してください。
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REFのバインディングのバインディングのバインディングのバインディング
このトピックの詳細は、12-3ページの「REFのバインディング」を参照してください。

LOBのバインディングのバインディングのバインディングのバインディング
LOBを操作する場合、実際の LOB値ではなく、LOBロケータがバインドされます。LOB値
は、LOBロケータを OCI LOB関数に渡すことにより書込みや読込みが行われます。

単一のバインド・コール内で、単一のロケータをバインドすることも、 ロケータの配列をバ
インドすることもできます。どちらのケースでも、アプリケーションは、ロケータそのもの
ではなく、「LOBロケータのアドレス」を渡す必要があります。たとえば、アプリケーショ
ンで、次のような SQL文を用意したとします。

INSERT INTO some_table VALUES (:one_lob)

この SQL文では、:one_lobが、1つの LOB列に対応するバインド変数です。このとき、
次のような宣言をしたとします。

OCILobLocator * one_lob;

次のようなステップを使用して、プレースホルダをバインドし、文を実行します。

/* initialize single locator */
one_lob = OCIDescriptorAlloc(...OCI_DTYPE_LOB...);
...
/* pass the address of the locator */
OCIBindByName(...,(dvoid *) &one_lob,...);
OCIStmtExecute(...,1,...)                /* 1 is the iters parameter */

注意注意注意注意 : この例では、説明を簡潔にするために、ほとんどのパラメータを省略しています。

また、同一の SQL INSERT文を使用して、配列の挿入ができます。このケースでは、アプリ
ケーション内に次のコードが組み込まれている必要があります。

OCILobLocator * lob_array[10];
...
for (i=0; i<10, i++)
lob_array[i] = OCIDescriptorAlloc(...OCI_DTYPE_LOB...);
                                     /* initialize array of locators */
...
OCIBindByName(...,(dvoid *) lob_array,...);
OCIStmtExecute(...,10,...);               /* 10 is the iters parameter */

記述子は、使用する前に OCIDescriptorAlloc()ルーチンによって割り当てる必要があること
に注意してください。ロケータの配列の場合は、OCIDescriptorAlloc()を使用して、各配列要
素を初期化する必要があります。BLOBおよび CLOB、NCLOBを割り当てる場合は、OCI_
DTYPE_LOBを typeパラメータとして使用します。BFILEを割り当てる場合は、OCI_
DTYPE_FILEを使用します。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI LOB関数の詳細は、第 7章の「LOBおよび FILE操作」を参照してくだ
さい。

FILE のバインディングのバインディングのバインディングのバインディング
FILEロケータを INSERT文または UPDATE文のバインド変数として使う場合、INSERT文
または UPDATE文を発行する前に、（OCILobFileSetName()を使って）ディレクトリ別名お
よびファイル名で、ロケータを初期化する必要があります。

OCI_DATA_AT_EXECモードでのバインドモードでのバインドモードでのバインドモードでのバインド
OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールの modeパラメータが OCI_DATA_AT_
EXECに設定されているとき、アプリケーションで実行時にデータを提供するコールバッ
ク・メソッドを使用する場合は、追加の OCIBindDynamic()コールが必要です。
OCIBindDynamic()のコールは、提供されたデータまたはその一部を示すために、必要に応
じてコールバック・ルーチンを設定します。

OCI_DATA_AT_EXECモードを選択した場合でも、コールバックのかわりに標準の OCIの
ピース単位ポーリング・メソッドを使用する場合は、OCIBindDynamic()コールは必要あり
ません。

RETURN句の変数をバインドするとき、アプリケーションでは、OCI_DATA_AT_EXEC
モードを使用し、コールバックを提供する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ピース単位操作の詳細は、5-30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。

Refカーソル変数のバインディングカーソル変数のバインディングカーソル変数のバインディングカーソル変数のバインディング
REFカーソルは、バインド・データ型の SQLT_RSETを使用して、文ハンドルにバインドさ
れます。5-28ページの「PL/SQL REF CURSORおよびネストしたテーブル」を参照してく
ださい。
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バインド情報のまとめバインド情報のまとめバインド情報のまとめバインド情報のまとめ
次の表は、バインドの型別に必要なバインド・コールをまとめたものです。この表では、各
タイプの (OCIBindByName()または OCIBindByPos()の dtyパラメータで渡す )バインドの
データ型と、そのバインドを使用するときの注意事項を一覧にしています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ型およびデータ型コードの詳細は、第 3章の「データ型」を参照して
ください。

表表表表 5-1  バインド型の違いについてバインド型の違いについてバインド型の違いについてバインド型の違いについて 

バインドのタイプバインドのタイプバインドのタイプバインドのタイプ バインドのデータ型バインドのデータ型バインドのデータ型バインドのデータ型 注意注意注意注意

スカラー 任意のスカラー・
データ型

OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、単一のスカ
ラーをバインドします。

スカラーの配列 任意のスカラー・
データ型

OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、スカラーの配
列をバインドします。

名前付きデータ型 SQLT_NTY 2つのバインド・コールが必要です。

■ OCIBindByName()または OCIBindByPos()

■ OCIBindObject()

REF SQLT_REF 2つのバインド・コールが必要です。

■ OCIBindByName()または OCIBindByPos()

■ OCIBindObject()

LOB
BFILE

SQLT_BLOB

SQLT_CLOB

OCIDescriptorAlloc()を使用して LOBロケータを割り当て、次に、
LOBデータ型の 1つを使用して、そのアドレス（OCILobLocator 
**）を OCIBindByName()または OCIBindByPos()とバインドしま
す。

構造体の配列

 または静的配列

可変 2つのバインド・コールが必要です。

■ OCIBindByName()または OCIBindByPos()

■ OCIBindArrayOfStruct()

ピース単位挿入 可変 OCIBindByName()または OCIBindByPos()が必要です。また、
ピース単位コールバックを登録するために、アプリケーションで
OCIBindDynamic()コールが必要な場合もあります。

REFカーソル変数 SQLT_RSET 文ハンドル、OCIStmtを割り当ててから、SQLT_RSETデータ型を
使用して、その文ハンドルのアドレス (OCIStmt **)をバインドし
ます。
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定義定義定義定義
問合せ文は、データベースのデータをアプリケーションに戻します。問合せを処理するとき
には、データを検索する選択リストの各項目について、出力変数または出力変数の配列を定
義する必要があります。定義ステップでは、戻される結果の格納場所と格納形式を決定する
関連付けを行います。

たとえば、OCI文で次の文を処理するとします。

SELECT name, ssn FROM employees
    WHERE empno = :empnum

この場合、通常は 2つの出力変数を定義する必要があります。1つは、name列から戻され
る値を受け取るための変数、もう 1つは ssn列から戻される値を受け取るための変数です。

注意注意注意注意 :  name列の値だけを検索する場合は、ssn列用の出力変数を定義する必要はあり
ません。

処理される SELECT文が、問合せに対して 1つ以上の値を戻す場合は、出力変数は、スカ
ラー値のかわりに配列を定義することができます。

注意注意注意注意 : アプリケーションによって、定義ステップが実行前になったり実行後になったり
します。アプリケーションをコーディングする時点で選択リスト項目のデータ型がわ
かっている場合には、文を実行する前に定義を行うことができます。これに対し、動的
SQL文（実行時にユーザーが入力する文など）、または次のように明確に定義された選
択リストがない文をアプリケーションで処理する場合があります。

SELECT * FROM employees

このような場合、アプリケーションでは出力変数を定義する前に文を実行し、記述情報
を検索する必要があります。詳細は、4-10ページの「選択リスト項目の記述」を参照し
てください。

OCIでは、クライアント側で定義コールをローカルに処理します。定義ステップでは、結果
を格納するバッファの位置を指示し、さらに、データがアプリケーションに戻されるときに
必要に応じて行うデータ変換の種類を決定します。

OCIDefineByPos()コールの dtyパラメータでは、出力変数のデータ型を指定します。OCIで
は、データを出力変数にフェッチするときに広範囲のデータ変換を行うことができます。た
とえば、Oracle DATE形式の内部データは、出力時に、自動的に文字列データ型に変換でき
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ型および変換の詳細は、第 3章の「データ型」を参照してください。



定義

5-14 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

定義に使用するステップ定義に使用するステップ定義に使用するステップ定義に使用するステップ
出力変数を定義するには、1つ以上のステップを実行します。基本的な定義は、定位置コー
ルの OCIDefineByPos()により、OCI定義を使用して完了します。このステップでは、選択リ
スト項目と出力変数との間の関連付けを行います。特定のデータ型またはフェッチ・モード
には追加の定義コールが必要です。

定義ステップが完了すると、OCIライブラリでは、データベースからデータをフェッチした
後にそのデータを入れる位置が明らかになります。

注意注意注意注意 : 定義コールを再度実行して、出力変数を再定義できます。SQL文の準備や実行を
再び行う必要はありません。

次のコード例では、実行と記述の後にスカラー出力変数を定義しています。

/* The following statement was prepared, and associated with statement
handle stmthp1.

SELECT dname FROM dept WHERE deptno = :dept_input

The input placeholder was bound earlier, and the data comes from the
user input below */

printf("Enter employee dept: ");
      scanf("%d", &deptno);
      myfflush();

/* Execute the statement. If OCIStmtExecute() returns OCI_NO_DATA, meaning that no 
data matches the query, then the department number is invalid. */

if ((status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 0, 0, 0, 0, 
OCI_DEFAULT))

          && (status != OCI_NO_DATA))
      {
        checkerr(errhp, status);
        do_exit(EXIT_FAILURE);
      }  
      if (status == OCI_NO_DATA) {
        printf("The dept you entered doesn't exist.\n");

return 0;
        }
/* The next two statements describe the select-list item, dept, and

return its length */
checkerr(errhp, OCIParamGet(stmthp1, errhp, &parmdp, (ub4) 1));
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
       (dvoid*) &deptlen, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_ATTR_DATA_SIZE, 
       (OCIError *) errhp  ));

/* Use the retrieved length of dept to allocate an output buffer, and
then define the output variable. If the define call returns an error,
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exit the application */
dept = (text *) malloc((int) deptlen + 1);

  if (status = OCIDefineByPos(stmthp1, &defnp, errhp,
             1, (ub1 *) dept, deptlen+1,
             SQLT_STRING, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, OCI_DEFAULT))
  {
    checkerr(errhp, status);
    do_exit(EXIT_FAILURE);
  }
記述ステップの説明は、4-10ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

拡張定義拡張定義拡張定義拡張定義
場合によっては、定義ステップでは OCIDefineByPos()のコールだけでなく、他のコールも必
要です。配列のフェッチ (OCIDefineArrayOfStruct())または 名前付きデータ型のフェッチ
(OCIDefineObject())の属性を定義する追加コールがあります。たとえば、1つの名前付き
データ型列を指定して複数の行をフェッチするには、列に対して 3つのコールすべてを呼び
出す必要がありますが、スカラー列の複数の行をフェッチするには、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineByPos()で済みます。

これらのより洗練された定義操作は、5-15ページの「拡張定義操作」で説明します。

また、Oracleには、オブジェクト型属性をマップする事前定義済みの Cデータ型が用意さ
れています。これらのデータ型（たとえば、OCIDateや OCINumber）の定義の詳細は、
第 12章の「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」を参照して
ください。

拡張定義操作拡張定義操作拡張定義操作拡張定義操作
4-13ページの「定義」では、アプリケーションで SQL選択リスト項目と出力バッファ間の
関連付けを行うための基本バインド操作の方法について説明しました。

この項では、マルチステップ定義および名前付きデータ型定義、REF定義などの拡張定義操
作について説明します。

場合によっては、定義ステップでは OCIDefineByPos()のコールだけでなく、他のコールも必
要です。配列のフェッチ (OCIDefineArrayOfStruct())または 名前付きデータ型のフェッチ
(OCIDefineObject())の属性を定義する追加コールがあります。たとえば、1つの名前付き
データ型列を指定して複数の行をフェッチするには、列に対して 3つのコールすべてを呼び
出す必要がありますが、スカラー列の複数の行をフェッチするには、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineByPos()だけで済みます。

次の項では、さまざまなタイプの定義に関する特定の情報を説明します。
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名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義
名前付きデータ型（オブジェクト）出力変数の定義の詳細は、12-4ページの「名前付きデー
タ型出力変数の定義」を参照してください。

REF出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
REF出力変数の定義の詳細は、12-4ページの「REF出力変数の定義」を参照してください。

LOB出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
LOBを使用する場合、バッファ・ポインタは、OCIDescriptorAlloc()コールで割り当てら
れた OCILobLocator型のロケー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。 

PL/SQL出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
PL/SQLブロック内の SQL SELECT文の選択リスト項目については、出力変数を定義するの
に定義コールは使用しません。かわりに、OCIバインド・コールを使用する必要がありま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL出力変数の定義の詳細は、12-4ページの「名前付きデータ型と REF
定義、および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。

ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義
ピース単位フェッチを実行する場合は、最初に OCIDefineByPos()をコールする必要がありま
す。アプリケーションで、データをフェッチするときの標準のポーリング・メカニズムでは
なくコールバックを使用する場合は、追加の OCIDefineDynamic()コールが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、5-30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。

構造体配列の定義構造体配列の定義構造体配列の定義構造体配列の定義
構造体の配列を使用する場合は、最初に OCIDefineByPos()をコールする必要があります。構
造体の配列操作に必要なスキップ・パラメータなどの追加パラメータを設定するには、追加
の OCIDefineArrayOfStruct()コールが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、5-17ページの「構造体の配列」を参照してください。
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構造体の配列構造体の配列構造体の配列構造体の配列
Oracle OCIの構造体の配列の機能性は、複数行、複数列操作の処理を簡潔化できることで
す。OCIのプログラミングでは、関連したスカラー・データ項目の構造体を作成し、データ
ベースの値を構造体の配列へフェッチしたり、これらの構造体の配列の値をデータベースに
挿入したりできます。

たとえば、あるアプリケーションで NAMEおよび AGE、SALARYという名前の 3つの列か
ら、複数列のデータをフェッチする必要があるとします。OCIアプリケーションでは、個別
のフィールド（それぞれが、データベース表で 1行に含まれている NAME、AGEおよび
SALARYのデータを保持する）を含む構造体の定義を組み込むことができます。アプリケー
ションでは、次に、これらの構造体の配列へデータをフェッチします。

構造体の配列を使用して、複数行、複数列の操作を実行するには、その操作に関連する各列
を、構造体の中の 1フィールドと関連付けておく必要があります。この関連付けは、
OCIDefineArrayOfStruct()コールと OCIBindArrayOfStruct()コールの一部で、これにより、
フェッチされたデータの格納場所や、挿入済みまたは更新済みのデータの位置を指定しま
す。

図 5-2の「構造体の配列へのデータをフェッチする」は、この処理をグラフィック形式で示
しています。この図では、アプリケーションがデータベース行からさまざまなフィールドを
フェッチし、構造体の配列の中の 1つの構造体に挿入しています。フェッチされた各列は、
構造体内のフィールドの 1つと対応しています。

図図図図 5-2  構造体の配列へのデータをフェッチする構造体の配列へのデータをフェッチする構造体の配列へのデータをフェッチする構造体の配列へのデータをフェッチする

...

... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.
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スキップ・パラメータスキップ・パラメータスキップ・パラメータスキップ・パラメータ
構造体の配列間で列データを分割すると、それは連続した列データではなくなります。単一
の構造体の配列は、いくつかのインターリーブされたスカラー配列で構成されているかのよ
うにデータを格納します。このため、開発者はバインディングまたは定義を行う各フィール
ドに「スキップ・パラメータ」を指定する必要があります。スキップ・パラメータでは、構
造体の配列の中にある同じフィールドまでスキップするために、必要なバイト数を指定しま
す。通常は、1つの構造体のバイト数と等しい値です。

次の図は、スキップ・パラメータの決定方法を示しています。このケースでは、スキップ・
パラメータは、フィールド 1およびフィールド 2、フィールド 3のサイズの合計です。それ
ぞれのフィールドのサイズは、8バイトです。このサイズは、1つの構造体のサイズと同じ
です。

図図図図 5-3  スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定

システムによっては、スキップ・パラメータを sizeof(struct)ではなく、sizeof（1配列要素）
に設定する必要がある場合もあります。これは、コンパイラによっては、構造体に埋込みを
挿入する場合があるからです。たとえば、ub4と ub1という 2つのフィールドで構成された
C構造体の配列のケースを考えてみます。

struct demo {
    ub4 field1;
    ub1 field2;
};
struct demo demo_array[MAXSIZE];

コンパイラによっては、この配列内の次の構造体を開始する ub4の位置を正しくするため
に、ub1の後に 3バイトの埋込みを挿入することがあります。このようなコンパイラでは、
次の文を使用すると、誤った値が戻される可能性があります。

skip_parameter = sizeof(struct demo);

この文を使用した場合、8バイトの適切なスキップ・パラメータを戻すシステムもあります
が、5バイトの skip_parameterを戻すシステムもあります。そのような場合、スキッ
プ・パラメータの正しい値を得るには次の文を使用します。

skip_parameter = sizeof(demo_array[0]);

. .. ..
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標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ
構造体の配列を処理する機能は、プログラム変数の配列をバインドおよび定義する機能を拡
張した機能です。プログラマは、（構造体の配列に対立するものとして）標準の配列も使用
できます。標準の配列操作を指定する場合、関連したスキップ・パラメータは、その配列の
データ型のサイズと等しくなります。たとえば、配列を次のように宣言したとします。

text emp_names[4][20]

バインドまたは定義操作のスキップ・パラメータは 20になります。配列の各データ要素は、
このため構造体の一部としてでなく別個の単位として認識されます。

構造体の配列で使用される構造体の配列で使用される構造体の配列で使用される構造体の配列で使用される OCIコールコールコールコール
構造体配列に関係する操作を行う際には、次の 2つの OCIコールを使う必要があります。
OCIBindArrayOfStruct()（入力変数に対して構造体配列のフィールドをバインドする場合）
および OCIDefineArrayOfStruct()（出力変数に対して構造体配列を定義する場合）です。

注意注意注意注意 : 構造体の配列をバインドまたは定義する際は、複数のコールが必要です。
OCIBindByName()または OCIBindByPos() へのコールは、OCIBindArrayOfStruct()への
コールに先行し、OCIDefineByPos()へのコールは OCIDefineArrayOfStruct()に先行する
必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 構文およびパラメータの詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」の
OCIBindArrayOfStruct()および OCIDefineArrayOfStruct()の説明を参照してください。

構造体の配列と標識変数構造体の配列と標識変数構造体の配列と標識変数構造体の配列と標識変数
構造体の配列をインプリメントすることによって、標識変数とリターン・コードの使用が可
能になります。OCIアプリケーションの開発者は、フェッチまたは挿入、更新された情報の
配列に対応して、列レベルの標識変数とリターン・コードのパラレル配列を宣言できます。
これらの配列には、独自のスキップ・パラメータを含めることができます。スキップ・パラ
メータは、OCIBindArrayOfStruct()または OCIDefineArrayOfStruct()コール中に指定します。

プログラム値および標識変数の構造体の配列は、さまざまな方法で設定できます。たとえ
ば、データベースの 3列から、構造体の配列の 3フィールドへデータをフェッチするアプリ
ケーションを考えてみます。この場合、3フィールドに対応する標識変数の構造体の配列を
設定できます。それぞれの標識変数は、データベースからフェッチされる列の中の 1列に対
する列レベルの標識変数です。

注意注意注意注意 : 標識構造体のフィールドと選択リスト項目の数を 1対 1に関連付ける必要はあり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 標識変数の詳細は、2-30ページの「標識変数」を参照してください。
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RETURNING句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DML
OCIでは、SQL INSERT文および UPDATE文、DELETE文での RETURNING句の使用を
サポートします。この項では、RETURNING句を使用して DML文を正しく実行するため
に、OCIアプリケーションが従う必要があるルールについて、概要を説明します。

注意注意注意注意 : INSERT文、UPDATE文または DELETE文での RETURNING句の使用方法の詳
細は、『Oracle8i SQLリファレンス』のこれらのコマンドの説明を参照してください。

コード例全体は、Oracleインストレーションに含まれているデモ・プログラムを参照し
てください。詳細は、付録 Bの「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

RETURNING句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DMLの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
DML文で RETURNING句を使用することにより、2つの SQL文を本質的に 1つに結合で
き、サーバーの往復をできるだけ減らすことができます。これは、追加の句を従来の
UPDATEおよび INSERT、DELETE文に追加して行います。追加の句では、問合せを DML
文に効果的に追加します。

OCIでは、OUTバインド変数を通して値がアプリケーションに戻されます。この変数をバ
インドするルールについては、次の項で説明しています。次の例では、:out1のように、バ
インド変数の前にコロンが付いています。これらの例では、col1、col2および col3の 3
つの列を含む table1という表があると仮定しています。

たとえば、次の文では、新しい値をデータベースに挿入して、影響を受ける行の列値をデー
タベースから取り出します。これにより、挿入された行をアプリケーションで操作できま
す。

INSERT INTO table1 VALUES (:1, :2, :3,)
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3

次の例では、UPDATE文を使用しています。この文は、col1の値がある範囲内にあるすべ
ての列の値を更新し、影響を受けた行をアプリケーションへ戻します。これにより、アプリ
ケーションは、どの行が変更されたかを判別できます。

UPDATE table1 SET col1 = col1 + :1, col2 = :2, col3 = :3
     WHERE col1 >= :low AND col1 <= :high
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3

次の DELETE文では、col1の値がある範囲内にある行を削除し、それらの行からデータを
戻します。これにより、アプリケーションではそのデータをチェックできます。

DELETE FROM table1 WHERE col1 >= :low AND col2 <= :high 
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3
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ここで説明した UPDATE文と DELETE文の例は、文が表内の複数行に影響を与える可能性
があることを示しています。さらに、1つの DML文は、1つの OCIExecute()文の中で複数
回数実行できます。このように、複数の値が戻ってくる可能性があるため、OCIアプリケー
ションでは、実行時にどれだけのデータが戻ってくるのかを判断できない場合があります。
結果として、RETURNING...INTOプレースホルダに対応する変数は、OCI_DATA_AT_
EXECモードでバインドする必要があります。その他の要件として、アプリケーションで
は、OCI_DATA_AT_EXECポーリング・メカニズムを使用するのではなく、アプリケー
ション自体の動的データ処理コールバックを定義する必要があります。

注意注意注意注意 : アプリケーションが、RETURNING句で 1つの値しか戻らないことを確認できる
場合でも、OCI_DATA_AT_EXECモードで、コールバックを使用してバインドする必
要があります。

RETURNING句は、LOBを操作するときに特に役立ちます。通常、アプリケーションでは、
空の LOBロケータをデータベースに挿入し、再度選択し直して操作を行います。
RETURNING句を使用すると、アプリケーションは、これら 2つのステップを 1つの文に
結合できます。

INSERT INTO some_table VALUES (:in_locator)
RETURNING lob_column
INTO :out_locator

RETURNING...INTO変数のバインディング変数のバインディング変数のバインディング変数のバインディング
OCIアプリケーションは、RETURNING句のプレースホルダを、純 OUTバインド変数とし
てインプリメントします。ただし、RETURNING句のすべてのバインドは、初期値は INで
あり、適切に初期化する必要があります。有効な値を設定するために、NULL標識を使用し
て、その標識を -1（NULL）に設定することができます。

アプリケーションでは、RETURNING句のバインド変数を操作するとき、次のルールに従
う必要があります。

1. 各プレースホルダに対する OCIBindDynamic()のコールの後に、OCIBindByName()また
は OCIBindByPos()を使用して、OCI_DATA_AT_EXECモードで RETURNING句のプ
レースホルダをバインドします。

注意注意注意注意 : OCIでは、RETURNING句のバインドに対してコールバック・メカニズムだけを
サポートします。ポーリング・メカニズムはサポートされていません。

2. RETURNING句のプレースホルダをバインドする場合、OCIBindDynamic()コールの
ocbfpパラメータとして、有効な OUTバインド関数を供給します。この関数では、戻さ
れたデータを保持するための記憶域を提供しなければなりません。

3. OCIBindDynamic()コールの icbfp パラメータで、コールするとNULL値を戻す
"dummy"機能を提供します。

4. OCIBindDynamic()の piecepパラメータを、OCI_ONE_PIECEに設定します。
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5. RETURNING句を使用した DML文では、複製バインドは使用できません。（つまり、
DMLセクションのバインド変数と、その文の RETURNINGセクションのバインド変数
の間に、複製があってはなりません。）

エラー処理エラー処理エラー処理エラー処理
OCIBindDynamic()に提供された OUTバインド関数を、エラーのイベントで、文の結果の一
部を受け取るために、準備する必要があります。たとえば、10回実行される DML文をアプ
リケーションで発行し、エラーが 5回目の実行中に発生した場合、サーバーは、1回目から
4回目までのデータを戻します。コールバック関数は、最初の 4つの文のデータを受け取る
ためにデータをコールします。

RETURNING REF...INTO句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DML
RETURNING句は、データベースで挿入または更新されたオブジェクトに、REFを戻すた
めにも使用します。次の SQL文で、その方法を示します。

UPDATE EXTADDR E SET E.ZIP = '12345', E.STATE='AZ'
    WHERE E.STATE = 'CA' AND E.ZIP='95117'
    RETURNING REF(E), ZIP
    INTO :addref, :zip

この文では、オブジェクト表内のオブジェクトの属性をいくつか更新し、RETURNING句
でオブジェクトに（スカラー ZIPコードとともに）REFを戻します。

OCIアプリケーションで REF出力変数をバインドするには、次の 3つのステップが必要で
す。

1. 初期バインド情報を、OCIBindByName()を使用して設定します。

2. REF（TDOを含みます）に対する追加のバインド情報は、OCIBindObject()を使用して
設定します。

3. OCIBindDynamic()をコールします。

次のサンプル・コードでは、上記の例で必要なバインドを実行する関数を示します。

sword bind_output(stmthp, bndhp, errhp) 
OCIStmt *stmthp;  
OCIBind *bndhp[];  
OCIError *errhp; 
{ 
  ub4 i; 

/* get TDO for BindObject call */
  if (OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *) 0, 
                   (ub4) 0, (CONST text *) "ADDRESS_OBJECT", 
                   (ub4) strlen((CONST char *) "ADDRESS_OBJECT"), 
                   (CONST text *) 0, (ub4) 0, 



RETURNING句を使用した DML

バインディングと定義 5-23

                    OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_HEADER, &addrtdo)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  }

 /* initial bind call for both variables */
  if (OCIBindByName(stmthp, &bndhp[2], errhp, 
                       (text *) ":addref", (sb4) strlen((char *) ":addref"), 
                       (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(OCIRef *), SQLT_REF, 
                       (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, 
                       (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC) 
  ||  OCIBindByName(stmthp, &bndhp[3], errhp, 
                       (text *) ":zip", (sb4) strlen((char *) ":zip"), 
                       (dvoid *) 0, (sb4) MAXZIPLEN, SQLT_CHR, 
                       (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, 
                       (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  }

 /* object bind for REF variable */
  if (OCIBindObject(bndhp[2], errhp, (OCIType *) addrtdo,  
          (dvoid **) &addrref[0], (ub4 *) 0, (dvoid **) 0, (ub4 *) 0)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  } 

 
  for (i = 0; i < MAXCOLS; i++) 
    pos[i] = i; 

 /* dynamic binds for both RETURNING variables */
  if (OCIBindDynamic(bndhp[2], errhp, (dvoid *) &pos[0], cbf_no_data, 
                    (dvoid *) &pos[0], cbf_get_data) 
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[3], errhp, (dvoid *) &pos[1], cbf_no_data, 
                    (dvoid *) &pos[1], cbf_get_data)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  } 
 
  return OCI_SUCCESS; 
}
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コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意
コールバック関数がコールされるとき、バインド・ハンドルの OCI_ATTR_ROWS_
RETURNED属性により、アプリケーションでは、ある特定の反復処理で戻される行数がわ
かります。したがって、コールバックが、ある特定の反復処理で初めてコールされるとき
（つまり索引 =0）、ユーザーは、そのバインド変数で戻されるすべての行のために、空白を
割り当てることができます。コールバックが引き続き同一の反復処理内でコールされるとき
は（つまり索引 >0）、ユーザーは、データを取り出すためには、割り当てた空白の範囲内で
正確なメモリーへのバッファ・ポインタを増やすことしかできません。

 DML RETURNING文用の配列インタフェース文用の配列インタフェース文用の配列インタフェース文用の配列インタフェース
OCIでは、各反復処理で複数の行を戻す単一行 DML操作および配列 DML操作用の追加の
機能性を提供します。この機能を利用するには、クライアント・アプリケーションで、バイ
ンド・コールの OUTバッファを、OCIStmtExecute() コールで指定した反復件数以上の値に
指定する必要があります。これは、コールバックを介したバインド・バッファの提供機能の
追加機能です。

文の実行時にいずれかの反復処理で複数の行が戻された場合は、アプリケーションに OCI_
SUCCESS_WITH_INFOリターン・コードが戻されます。この場合、DML操作は正常に完
了しています。このとき、アプリケーションでは、トランザクションをロールバックする
か、警告を無視します。

NCHARおよび文字変換問題および文字変換問題および文字変換問題および文字変換問題
この項では、クライアントとサーバー間での、NCHARデータおよび文字変換を含む問題に
ついて説明します。

NCHAR問題問題問題問題
Oracleでは、データベースの NCHARデータをサポートします。Oracle OCIでは、
NCHARデータのバインディングおよび定義をサポートします。文字データを含むデータ
ベースの列が NCHAR列として定義される場合、その列を含むバインドまたは定義では、
キャラクタ・セット仕様の処理について特に考慮が必要です。

クライアントとサーバーのキャラクタ・セットの幅が異なる場合、および、クライアントと
サーバー間で適切に文字変換を行うために考慮が必要です。異なるキャラクタ・セット間で
データを変換する間に、データ・サイズが、4倍に増加したり 4分の 1に縮小する場合があ
ります。そのため、データを保存するためのバッファのサイズを十分に確保する必要があり
ます。

場合によっては、アプリケーションで、NCHARデータをバイト数（通常の場合）ではなく
文字数で処理する方が簡単です。

各 OCIバインドおよび定義ハンドルには、OCI_ATTR_CHARSET_FORM属性および OCI_
ATTR_CHARSET_ID属性が関連付けられています。アプリケーションでは、バインド /定
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義バッファのキャラクタ・フォームおよびキャラクタ・セット IDを指定するために、
OCIAttrSet()コールを使用してこれらの属性を設定できます。

form 属性（OCI_ATTR_CHARSET_FORM）に指定できる値は次の 2つです。

■ SQLCS_IMPLICIT - データベース・キャラクタ・セット ID

■ SQLCS_NCHAR - NCHARキャラクタ・セット ID

デフォルト値は SQLCS_IMPLICITです。

キャラクタ・セット ID属性（OCI_ATTR_CHARSET_ID）が指定されていない場合は、form
の値に応じて、クライアントのデータベース・キャラクタ・セット IDまたは NCHARキャ
ラクタ・セット IDのデフォルト値が使用されます。この値は、NLS_LANGまたは NLS_
NCHAR環境変数で指定された値です。

何も指定されていない場合は、クライアントのデフォルトのデータベース・キャラクタ・
セット IDが使用されます。

注意注意注意注意 : クライアント側バインド・バッファのキャラクタ・セット IDやフォームにどの
値が割り当てられても、サーバーのデータベース /NCHARキャラクタ・セット IDお
よびフォームにしたがって、データが変換されデータベースに挿入されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : NCHARデータの詳細は、『Oracle8iリファレンス・マニュアル』を参照して
ください。

OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性属性属性属性
すべてのバインド・ハンドルは、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性を持っています。この
属性で、キャラクタ・セットの必要な変換を行った後、クライアント側バインド・データを
格納するためにサーバーに割り当てるバイト数を指定します。

注意注意注意注意 : データがサーバーに送信される際に行われるキャラクタ・セットの変換により、
データが拡張または縮小される場合があります。したがって、クライアント側のデー
タ・サイズがサーバー側のデータ・サイズと同一にならない場合があります。

通常、アプリケーションでは、使用方法に応じて、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに、列の
最大サイズ、または PL/SQL変数のサイズを設定します。Oracleでは、OCI_ATTR_
MAXDATA_SIZEの値が変換後のデータを格納するのに十分でない場合、エラーが発生しま
す。

次のシナリオでは、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性の使用例を示します。

■ シナリオシナリオシナリオシナリオ 1: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> 非非非非 CHAR（宛先列）（宛先列）（宛先列）（宛先列）

このケースでは、データに対して暗黙的バインド変換が行われます。このケースでは、
ソース・バッファ・サイズに、クライアント側とサーバー側間で行われるキャラクタ・
セットの変換の最大値を加算した値を、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として設定
することをお薦めします。
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■ シナリオシナリオシナリオシナリオ 2: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> CHAR（宛先列）（宛先列）（宛先列）（宛先列）
または非または非または非または非 CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> CHAR（宛先列）（宛先列）（宛先列）（宛先列）

これらのケースでは、列のサイズを、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として設定す
ることをお薦めします。

■ シナリオシナリオシナリオシナリオ 3: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> PL/SQL 変数変数変数変数

このケースでは、PL/SQL変数のサイズを、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として
設定することをお薦めします。

文字カウント属性文字カウント属性文字カウント属性文字カウント属性
バインドおよび定義ハンドルには、関連する文字カウント属性があります。アプリケーショ
ンでは、データをバイト数ではなく文字数で操作するために、この属性を使用します。この
属性に 0（ゼロ）以外の値が設定された場合、すべての計算はバイトではなく文字数で行わ
れ、サイズの制約もバイトではなく文字数で行われます。

この属性は、バインド・ハンドルの OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性に加えて設定できま
す。たとえば、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに 100が設定され、OCI_ATTR_CHAR_
COUNTに 0（ゼロ）が設定された場合、サーバーでのデータの変換後に可能な最大サイズ
は 100バイトです。ただし、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに 100が設定され、OCI_ATTR_
CHAR_COUNTに 0（ゼロ）以外の値が設定された場合、そして、キャラクタ・セットに 2
バイトまたは 2文字がある場合は、割当て可能な最大サイズは 200バイトです（2バイト /
文字 × 100文字）。

注意注意注意注意 : この属性は、固定幅のキャラクタ・セット IDに対してだけ有効です。可変幅の
キャラクタ・セット IDについては、これらの属性値は文字数ではなく、常にバイト数
として処理されます。

バインドについては、バインドされたデータを格納するために、アプリケーションでサー
バーに確保する文字数を、OCI_ATTR_CHAR_COUNTで設定します。この属性値は、OCI_
ATTR_MAXDATA_SIZE属性の値を上書きします。VARCHAR2など値の一部に長さを示す
接頭辞を持つデータ型については、長さを示す接頭辞の部分が、バイト数ではなく文字数と
見なされます。このような場合、標識の長さとリターン・コードも文字数になります。

注意注意注意注意 : OCI_ATTR_CHAR_COUNT属性の値に関係なく、バインド・コールまたは定義
コールで指定されたバッファ長は、常にバイト数による長さと見なされます。また、こ
の場合は、ユーザーが送ったり受け取る実際の長さも文字数になります。

定義については、OCI_ATTR_CHAR_COUNT属性で、クライアント・アプリケーションで
受け取るデータの最大文字数を指定します。この指定は、OCIDefineByPos()コールで指定さ
れる maxlengthパラメータを上書きします。
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固定幅固定幅固定幅固定幅 Unicodeサポートサポートサポートサポート
CHAR/NCHAR可変ハンドルのバインドおよび定義におけるキャラクタ・セット IDを設定
して、対応するバインド・コールおよび定義コールを介して渡されるすべてのデータが
UCS-2（Unicode）コードであると見なされるように指定できます。UCS-2を指定するには、
OCI_ATTR_CHARSET_ID = OCI_UCS2IDを設定します。詳細は、バインド属性 A-20ペー
ジの OCI_ATTR_CHARSET_IDおよび定義属性 A-22ページの OCI_ATTR_CHARSET_IDを
参照してください。

OCIの新しい Unicodeデータ型は utextと呼ばれ、Unicode Standard Version 2.0に基づく
UCS-2コード体系に準拠しています。内部表現は 16ビット符号なし整数（ub2）です。
wchar_tデータ型のコード体系が UCS-2（符号なし 16ビット値）に準拠しているプラット
フォームでは、キャスト演算子を使って utextをwchar_tデータ型に容易に変換できます。

標識変数およびバッファ・サイズの戻り値の長さセマンティクスは、文字セマンティクスに
準拠していると見なされます。ただし、バインド・コールおよび定義コールでのバッファ・
サイズはバイト単位と見なされます。新しい utextデータ型は、入出力データのバッファと
して使用してください。

注意注意注意注意 : バインド・ハンドルでキャラクタ・セットを変更する場合は、OCIAttrSet()を
使って、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性で列の長さを指定することにより、列の最
大長を明示的に設定する必要があります。

サーバーで UTF-8キャラクタ・セットを使用している場合には、対応が必要です。UTF-8の
特性から、UTF-8形式のテキスト・データを受け取る各データベース列を、1文字につき 3
バイトに拡張する必要があります。列の長さに文字セマンティクスを確実に適用するには、
制約を追加して、クライアントでのバッファ・オーバーフローを防ぐ必要があります。たと
えば、UTF-8データベースの列に ASCIIデータだけが含まれている場合は、UCS-2へのデー
タ変換を行うとクライアントでのバッファ・オーバーフローが発生します。次の例は、特定
の col-widthに対する制約を示しています。

CONSTRAINT COL1_MAXLEN CHECK
((COL1 IS NULL) OR (LENGTH(COL1) <= <col-width>))

次のコードは、Unicodeデータのバインドおよび定義の例です。

...
OCIStmt  *stmthp1, *stmthp2;
OCIDefine *dfn1p, *dfnp2; 
OCIBind *bnd1p, *bnd2p;  
text *insstmt=
      (text *) "INSERT INTO EMP(ENAME, ADDRESS) VALUES (:ename, :address)";
text *selname = 
      (text *) "SELECT ENAME, ADDRESS FROM EMP";
utext ename[21]; /* Name - Unicode */ 
utext address[51]; /* Address - Unicode */
ub2 csid = OCI_UCS2ID;
sb2 ename_col_len = 20;
sb2 address_col_len = 50;
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...
/* Inserting Unicode data */
OCIStmtPrepare (stmthp1, errhp, insstmt, (ub4)strlen ((char *)insstmt),
                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT));
OCIBindByName(stmthp1, &bnd1p, errhp, (text*)":ENAME", 
              (sb4)strlen((char *)":ENAME"), 
              (dvoid *) ename, sizeof(ename), SQLT_STR, 
              (dvoid *)&insname_ind, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, 
              (ub4 *)0, OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((dvoid *) bnd1p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND, (dvoid *) &csid,
           (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_ID, errhp); 
OCIAttrSet((dvoid *) bnd1p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND, (dvoid *) &ename_col_len,
           (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE, errhp); 
...
/* Retrieving Unicode data */
OCIStmtPrepare (stmthp2, errhp, selname, strlen((char *) selname),
                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIDefineByPos (stmthp2, &dfn1p, errhp, (ub4)1, (dvoid *)ename,
                (sb4)sizeof(ename), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((dvoid *) dfn1p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE, (dvoid *) &csid,
            (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_ID, errhp);
...

PL/SQL REF CURSORおよびネストしたテーブルおよびネストしたテーブルおよびネストしたテーブルおよびネストしたテーブル
OCIには、PL/SQL REF CURSORおよびネストした表を、バインドおよび定義する機能が
あります。アプリケーションでは、これらの型の変数をハンドルおよび定義するために、文
ハンドルを使用できます。次の例で、この PL/SQLブロックを考えてみます。

static const text *plsql_block = (text *)
    "begin \
        OPEN :cursor1 FOR SELECT empno, ename, job, mgr, sal, deptno \
                FROM emp_rc WHERE job=:job ORDER BY empno; \
        OPEN :cursor2 FOR SELECT * FROM dept_rc ORDER BY deptno; \
    end;";
アプリケーションは、OCIHandleAlloc()をコールして、バインドのための文ハンドルを割り
当てます。そして、次のコード例の中で、:cursor1が stm2pにバインドされるように、
プレースホルダ :cursor1を文ハンドルにバインドします。ハンドルを割り当てるコード
は、この例に含まれていないことに注意してください。

err = OCIStmtPrepare (stm1p, errhp, (text *) nst_tab, strlen(nst_tab), 
                         OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT);
...
err = OCIBindByName (stm1p, (OCIBind **) bndp, errhp,
             (text *)":cursor1", (sb4)strlen((char *)":cursor1"),
             (dvoid *)&stm2p, (sb4) 0,  SQLT_RSET, (dvoid *)0,
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               (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)0, (ub4 *)0,   (ub4)OCI_DEFAULT);

このコードでは、stm1pは PL/SQLブロックの文ハンドルです。一方、stm2pは、後のデー
タ検索のための REF CURSORとしてバインドされる文ハンドルです。SQLT_RSETの値は、
dtyパラメータに渡されます。

別の例として、次のコード例を考えてみます。

static const text *nst_tab = (text *)
    "SELECT ename, CURSOR(SELECT dname, loc FROM  dept_rc) \
      FROM emp_rc WHERE ename = 'LOCKE'";

この場合、2番目の位置がネストした表で、次のように、OCIアプリケーションで文ハンド
ルとして定義できます。ハンドルを割り当てるコードは、この例に含まれていないことに注
意してください。

err = OCIStmtPrepare (stm1p, errhp, (text *) nst_tab, strlen(nst_tab), 
                         OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT);
...
err = OCIDefineByPos (stm1p, (OCIDefine **) dfn2p, errhp, (ub4)2, 
                     (dvoid *)&stm2p, 
                     (sb4)0, SQLT_RSET, (dvoid *)0, (ub2 *)0, 
                        (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);

実行後、行を stm2pにフェッチすると、有効な文ハンドルになります。

注意注意注意注意 : 複数の REFカーソルを取り出した場合は、いつ stm2pにフェッチするかに注意
する必要があります。最初の REFカーソルをフェッチすると、そのデータを取り出すた
めにフェッチを実行できます。ただし、2番目の REFカーソルを stm2pにフェッチす
ると、最初の REFカーソルからのデータにはアクセスできなくなります。



ランタイム・データ割当てとピース単位操作

5-30 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作
OCIを使用して、ピース単位の挿入と更新、およびピース単位のデータのフェッチを実行で
きます。また、配列の挿入または更新の場合は、バインド値の静的バインドのかわりに、
OCIを使用して動的にデータを提供できます。非常に大きな列は、小さなサイズのチャンク
（かたまり）が連続したものとして挿入または検索できます。これによって、クライアント
側のメモリー所要量を最小限にできます。

個々のピースのサイズは、実行時にアプリケーションで決定します。それぞれのピースは、
他のピースと同サイズにすることも、違うサイズにすることもできます。

OCIのピース単位機能性は、文字列やバイナリ・データの膨大なブロックで操作を行う際に
特に有効です（たとえば、LOB、LONG、LONG RAWデータなどを格納するデータベース
列に関係する操作）。ピース単位操作に有効なデータ型の詳細は、5-31ページの「ピース単
位操作に有効なデータ型」を参照してください。

図 8-1の「複数の緊密結合ブランチ」では、挿入操作（i1、i2、i3...in）を連続して行うこと
によって、データベース表に単一の LONG列をピース単位で挿入しています。この例では、
挿入するピースのサイズは一定ではありません。

図図図図 5-4  LONG列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入

ピース単位操作は、次の 2通りの方法で実行できます。

■ ポーリング・パラダイムに基づいてピース単位操作を実行するには、リリース 7.3で
行ったように、OCIライブラリで提供されているコールを使用します。

i i i i
1 2 3 n

. . .
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■ 必要な情報およびデータ・ブロックを提供するには、ユーザー定義のコールバック関数
を使用します。

OCIBindByPos()または OCIBindByName()コールの modeパラメータを OCI_DATA_AT_
EXECに設定した場合は、OCIアプリケーションが、実行時に、INSERTまたは UPDATE
のためのデータを動的に提供することを示します。

同様に、OCIDefineByPos()コールの modeパラメータを OCI_DYNAMIC_FETCHに設定した
場合は、アプリケーションが、フェッチ時にデータを受け取るための割当てスペースを動的
に提供することを示します。

どちらの場合も、INSERT、UPDATEまたは FETCHの実行時情報は、コールバック関数ま
たはピース単位操作を使って提供できます。コールバックを使用するときはコールバックを
登録するために、追加のバインド・コールまたは定義コールが必要です。

次項以降では、挿入および更新、フェッチのためのデータ割当てとピース単位操作に関する
特有の情報について説明します。

注意注意注意注意 : ピース単位操作は、SQL文だけでなく、PL/SQLブロックでも有効です。

ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型
一部のデータ型だけが、ピース単位で操作できます。次のデータ型は、OCIアプリケーショ
ンでピース単位のフェッチまたは挿入、更新を実行できます。

■ VARCHAR2

■ STRING

■ LONG

■ LONG RAW

LOBおよび FILE操作の中にも、データの読み書きに対し、ピース単位セマンティクスを提
供しているものがあります。これらの操作の詳細は、15-156ページの OCILobWrite()および
15-151ページの OCILobRead()の説明を参照してください。OCILobWrite()および
OCILobRead()でコールバックを使用したストリーミングの詳細は、7-12ページの「LOB読
込みおよび書込みコールバック」を参照してください。

すべてのデータ型に対してこの機能を使用する別な方法として、配列の挿入または更新のた
めにデータを動的に提供する方法があります。ただし、ピース単位操作をサポートしない
データ型に対しては、コールバックで、そのコールバックの piecepパラメータの OCI_ONE_
PIECEを常に指定する必要があります。
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実行時の実行時の実行時の実行時の INSERTまたはまたはまたはまたは UPDATEデータの提供データの提供データの提供データの提供
OCIBindByPos()または OCIBindByName()コールで OCI_DATA_AT_EXECを指定する場合
は、value_szパラメータで 実行時に提供できるデータのサイズの合計を定義します。アプリ
ケーションでは、実行時 INデータ・バッファを、要求に応じて操作完了に必要な回数だけ
OCIライブラリに提供する用意をしておく必要があります。割り当てたバッファが不要に
なった場合は、クライアント側で解放する必要があります。

実行時データは、次の 2つの方法のいずれかで提供されます。

■ 実行時にコールする場合、データのピースまたはデータ全体を戻す OCIBindDynamic()
コールを使用して、コールバックを定義。 

■ コールバックを 1つも定義していない場合は、SQL文を処理する OCIStmtExecute()コー
ルは、OCI_NEED_DATAエラー・コードを戻す。クライアント・アプリケーション
は、次に OCIStmtSetPieceInfo()コールを使用して、IN/OUTデータ・バッファまたは
ピースを提供します。OCIStmtGetPieceInfo()コールにより、どのバインドおよびピース
が使用されているかについての情報が提供されます。

ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行
OCI環境が初期化され、データベース接続およびセッションが確立すると、SQL文または
PL/SQL文を準備するコールと入力値をバインドするコールが実行され、ピース単位挿入が
開始されます。ユーザー定義のコールバックではなく、標準の OCIコールを使用するピース
単位操作では、OCIBindDynamic()をコールする必要はありません。

注意注意注意注意 : ピース単位操作の一部でない文中の追加のバインド変数では、データ型に応じて、
追加のバインド・コールが必要な場合があります。

文の準備およびバインドの次に、アプリケーションで OCIStmtExecute()、
OCIStmtGetPieceInfo()および OCIStmtSetPieceInfo()を連続してコールし、ピース単位操作を
完了します。それぞれの OCIStmtExecute()コールは、次にどの処理を実行するかを決定する
値を戻します。一般的には、アプリケーションで次のピースの挿入を指示する値を検索し、
そのピースをバッファに移してから挿入を行います。最後のピースを挿入すると操作は完了
します。

挿入バッファは任意のサイズにすることができ、実行時に提供されることに注意してくださ
い。また、挿入する各ピースは、同じサイズである必要はありません。挿入するピースのサ
イズは、それぞれ OCIStmtSetPieceInfo()コールで設定します。

注意注意注意注意 : すべての挿入で同じサイズのピースが使用され、挿入されるデータのサイズがそ
のピースのサイズで均等に割り切れない場合は、最後に挿入されるピースは、その前に
挿入されたピースよりも小さくなります。たとえば、10,050,036バイトの長さのデータ
の値を、それぞれ 500バイトのチャンクで挿入すると、最後に残るピースは 36バイト
にしかなりません。プログラマはこのことを考慮して、最後の OCIStmtSetPieceInfo()
コールで小さいサイズを指定する必要があります。

次のステップは、ピース単位挿入の実行に関する手順の概略です。5-34ページの図 5-5の
「ピース単位挿入実行の手順」にこの手順を示します。
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ステップステップステップステップ 1  OCI環境を初期化し、必要なハンドルを割り当て、サーバーに接続し、ユー
ザーを認証し、文の要求を準備します。これらのステップは 2-17ページの「OCIプロ
グラミング・ステップ」で説明しています。

ステップステップステップステップ 2  OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、プレースホルダをバ
インドします。ここでは、使用するピースの実際のサイズを指定する必要はありませ
ん。実行時に提供できるデータの全体のサイズを指定します。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 以前に obindps()および ogetpi()ルーチンの一部であった
コンテキスト・ポインタは、リリース 8.0では存在しません。クライアント独自の
コンテキストを提供する場合は、コールバック方式を使うことができます。

ステップステップステップステップ 3  OCIStmtExecute() の最初のコールを実行します。この時点では、データは実
際には挿入されていません。アプリケーションに OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻されます。

その他の値が戻された場合は、エラーが起きたことを示しています。

ステップステップステップステップ 4  OCIStmtGetPieceInfo()をコールし、挿入する必要があるピースの情報を検索
します。OCIStmtGetPieceInfo()のパラメータに、必要なピースが先頭のピース（OCI_
FIRST_PIECE）なのか、後続のピース（OCI_NEXT_PIECE）なのかを示す値を戻すポ
インタがあります。

ステップステップステップステップ 5  アプリケーションは、挿入するデータのピースをバッファに移し、
OCIStmtSetPieceInfo()をコールします。OCIStmtSetPieceInfo()に渡されるパラメータの中
には、ピースのポインタ、ピースの長さのポインタ、およびそのピースが最初のピース
か（OCI_FIRST_PIECE）、中間のピースか（OCI_NEXT_PIECE）、または最後のピース
か（OCI_LAST_PIECE）を示す値が含まれます。

ステップステップステップステップ 6  OCIStmtExecute()を再びコールします。ステップ 5で OCI_LAST_PIECEが
示され、OCIStmtExecute()が OCI_SUCCESSを戻した場合は、すべてのピースが正常に
挿入されています。OCIStmtExecute()で OCI_NEED_DATAが戻された場合は、ステッ
プ 3に戻り、次の挿入を行います。OCIStmtExecute()がこれ以外の値を戻した場合は、
エラーが発生しています。

最後のピースが正常に挿入されると、ピース単位操作は完了します。完了すると、最後の
OCIStmtExecute()コールの戻り値が OCI_SUCCESSになります。
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図図図図 5-5  ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順

ピース単位更新も同様の方法で実行します。ピース単位更新操作では、挿入バッファに更新
されるデータが移され、OCIStmtExecute()がコールされて更新を実行します。

注意注意注意注意 : ピース単位操作のその他の重要な情報は、5-36ページの「コールバックなしの
ピース単位操作に関する追加情報」を参照してください。

PL/SQLでのピース単位操作でのピース単位操作でのピース単位操作でのピース単位操作
OCIアプリケーションでは、前に概説した方法と似た方法で、IN および OUT、IN/OUTバ
インド変数について、PL/SQLでのピース単位操作を実行できます。PL/SQL文のすべての
プレースホルダは、定義ではなくバインドされることに注意してください。
OCIBindDynamic()のコールでは、OUTパラメータまたは IN/OUTパラメータについて、適
切なコールバックを指定します。

実行時の実行時の実行時の実行時の FETCH情報の提供情報の提供情報の提供情報の提供
modeパラメータに OCI_DYNAMIC_FETCHを設定して OCIDefineByPos()をコールする場合
は、アプリケーションでフェッチ時のデータ・バッファの情報を指定できます。また、
OCIDefineDynamic()をコールして、ユーザーのデータ・バッファに関する情報の取得時に呼
び出されるコールバック関数を設定する必要がある場合があります。

実行時データは、次の 2つの方法のいずれかで提供されます。

■ OCIDefineDynamic()コールを使用してコールバックを定義。実行時に提供されるデータ
の最大サイズは、value_szパラメータで指定します。クライアント・ライブラリで、
フェッチ済みデータを戻すためのバッファを必要とする場合は、コールバックを呼び出
して、データのピースまたはデータ全体を戻すための実行時バッファを提供します。 
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■ コールバックが 1つも定義されていない場合は、OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻り、クライアント・アプリケーションで OCIStmtSetPieceInfo()コールを使用して、
OUTデータ・バッファまたはピースを提供。OCIStmtGetPieceInfo()コールにより、どの
定義およびピースが含まれるかについての情報が提供されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ピース単位操作に有効なデータ型の詳細は、5-31ページの「ピース単位操作
に有効なデータ型」を参照してください。

ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行
OCI環境が初期化され、データベース接続およびセッションが確立すると、SQL文または
PL/SQL文を準備するコールと出力変数を定義するコールが実行され、ピース単位フェッチ
が開始されます。ユーザー定義のコールバックではなく、標準の OCIコールを使用するピー
ス単位操作では、OCIDefineDynamic()をコールする必要はありません。

文の準備および定義の次に、アプリケーションで OCIStmtFetch()、OCIStmtGetPieceInfo()お
よび OCIStmtSetPieceInfo()を連続してコールし、ピース単位操作を完了します。それぞれの
OCIStmtFetch()コールは、次にどの処理を実行するかを決定する値を戻します。一般的に
は、アプリケーションで次のピースのフェッチを指示する値を検索し、そのピースをバッ
ファにフェッチします。最後のピースをフェッチすると操作は完了します。

フェッチ・バッファは、任意のサイズにすることができます。また、フェッチする各ピース
は、同じサイズである必要はありません。ただし、最後にフェッチするサイズは、残ってい
る最後のピースに一致するサイズでなければなりません。フェッチするピースのサイズは、
それぞれ OCIStmtSetPieceInfo()コールで設定します。

次のステップは、ピース単位に行をフェッチする方法の概略です。 

ステップステップステップステップ 1  OCI環境を初期化し、必要なハンドルを割り当て、データベースに接続し、
ユーザーを認証し、文を準備し、文を実行します。これらのステップは 2-17ページの
「OCIプログラミング・ステップ」で説明しています。

ステップステップステップステップ 2  modeを OCI_DYNAMIC_FETCHに設定し、OCIDefineByPos()を使用して出
力変数を定義します。この時点では、使用するピースの実際のサイズを指定する必要は
ありません。実行時にフェッチするデータの全体のサイズを指定します。

7.x アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : odefinps()および ogetpi()ルーチンの一部であったコンテ
キスト・ポインタは、リリース 8.0では存在しません。クライアント独自のコンテ
キストを提供する場合は、コールバック方式を使うことができます。

ステップステップステップステップ 3  OCIStmtFetch()の最初のコールを実行します。この時点では、データは実際
には取り出されていません。アプリケーションに OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻されます。

その他の値が戻された場合は、エラーが起きています。

ステップステップステップステップ 4  OCIStmtGetPieceInfo()をコールし、フェッチするピースの情報を取得しま
す。piecepパラメータは、そのピースが最初のピース（OCI_FIRST_PIECE）であるか、
その後続のピース（OCI_NEXT_PIECE）であるか、または最後のピース（OCI_LAST_
PIECE）であるかを示します。
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ステップステップステップステップ 5  OCIStmtSetPieceInfo()をコールし、ピースをフェッチするバッファを指定し
ます。

ステップステップステップステップ 6  OCIStmtFetch()を再びコールし、実際のピースを検索します。
OCIStmtFetch()で OCI_SUCCESSが戻された場合は、すべてのピースが正常にフェッチ
されています。OCIStmtFetch()で OCI_NEED_DATAが戻された場合は、ステップ 4に
戻って次のピースを処理します。その他の値が戻された場合は、エラーが発生していま
す。

最後の OCIStmtFetch()コールが OCI_SUCCESSの値を戻すと、ピース単位フェッチが完了し
ます。

図図図図 5-6  ピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップ

コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報
ピース単位のフェッチおよび挿入では、操作を正常に完了するために必要なコールの順序を
理解することが重要です。特に、ピース単位挿入では、コールバックが使用されない場合、
挿入するピースの数よりも 1回多く OCIStmtExecute()をコールする必要があります。これ
は、最初の OCIStmtExecute()コールは、単に最初のピースを挿入する必要があることを示す
値を戻すだけだからです。結果として、n個のピースを挿入する場合、OCIStmtExecute()を
合計 n+1回コールする必要があります。

同様に、ピース単位フェッチを実行するときは、フェッチするピースの数より 1回多く
OCIStmtFetch()をコールする必要があります。

PL/SQL表をバインドする場合は、OCIStmtGetPieceInfo()コール中に、その表の現行の索引
へのポインタを取り出すことができます。
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6
スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述

この章では、スキーマ要素についての情報を得るために、OCIDescribeAny()関数の使用方法
を説明します。この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ OCIDescribeAny()の使用

■ 例
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概要概要概要概要
この章では、スキーマ・オブジェクトを記述するための、OCIDescribeAny()関数の使用方法
を説明します。選択リスト項目の記述の詳細は、4-10ページの「選択リスト項目の記述」を
参照してください。

OCIDescribeAny()コールとそのパラメータの追加情報は、15-68ページの関数の説明を参照
してください。

OCIDescribeAny()の使用の使用の使用の使用
OCIDescribeAny()関数を使用すると、次のスキーマ・オブジェクトのいずれか、およびその
サブスキーマ・オブジェクトの明示的な記述を実行できます。

■ 表とビュー

■ シノニム

■ プロシージャ

■ ファンクション

■ パッケージ

■ 順序

■ コレクション

■ 型

■ スキーマ

■ データベース

他のスキーマ要素（プロシージャ /ファンクションの引数、列、型属性および型メソッド）
の情報は、上記のスキーマ・オブジェクトのいずれかの記述またはサブスキーマ・オブジェ
クトの明示的記述を通して得ることができます。 

アプリケーションで表を記述する場合は、その表の列の情報も検索することができます。さ
らに、OCIDescribeAny()では、表の列、関数のパッケージ、型のフィールドなどのサブス
キーマ・オブジェクトの名前がわかっている場合は、それらのサブスキーマ・オブジェクト
を直接記述できます。

OCIDescribeAny()コールには、パラメータの 1つとして記述ハンドルが必要です。記述ハン
ドルは、OCIHandleAlloc()へのコールで前もって割り当てられていなければなりません。
アプリケーションでは、OCIDescribeAny()をコールした後、記述ハンドルから記述オブジェ
クトに関する情報を検索できます。

OCIDescribeAny()で戻された情報は、ツリーのように階層的に編成されています。たとえ
ば、図 6-1は特定の表の記述の編成方法を示しています。
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図図図図 6-1  OCIDescribeAny()の表記述の表記述の表記述の表記述

OCIDescribeAny()によって戻される記述ハンドルは、このような記述ツリーを指していま
す。ツリーの各ノードには、そのノードに関連する属性と、再帰的な記述ハンドルのように
情報を含むサブツリーを指す属性があります。列リストなどのリストの要素のように、すべ
ての属性が同質である場合には、それらの属性をパラメータと言います。この章では、ハン
ドルおよびパラメータは、同じ意味で使われます。ノードに関連付けられた属性は
OCIAttrGet()によって、パラメータは OCIParamGet()によって戻されます。 

たとえば、表の記述ハンドルについての OCIAttrGet()は、列リストの情報のハンドルを戻し
ます。アプリケーションでは、OCIParamGet()を使用して、列リスト内の特定の列の列記述
へのハンドルを検索します。列記述子へのハンドルを、OCIAttrGet()へ受け渡すことによっ
て、名前やデータ型などの列に関する詳細を得ることができます。（上記の図の左側をたど
るとそれがわかります。）

後続の OCIAttrGet()コールまたは OCIParamGet()コールでは、すべての記述が
OCIDescribeAny()によってクライアント側のキャッシュに保存されているので、追加のネッ
トワーク往復は発生しません。

制限制限制限制限
OCIDescribeAny()コールは基本情報に戻される情報を制限し、それが別の記述になる場合、
ノードの拡張を停止します。たとえば、表の列がオブジェクト型である場合、OCIは型を記
述しているサブツリーを戻しません。その情報は別の記述によって取得できるからです。
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型および属性の注意型および属性の注意型および属性の注意型および属性の注意
記述操作を行う際には、次の注意があります。

データ型コードの注意データ型コードの注意データ型コードの注意データ型コードの注意
型コードの詳細（OCI_ATTR_TYPECODE属性に戻される OCI_TYPCODE値、OCI_ATTR_
DATA_TYPE属性に戻される SQLT型コードなど）は、3-21ページの「型コード」を参照し
てください。

OCI_ATTR_TYPECODEは、CREATE TYPE文を使用して新しい型が作成されるときにユー
ザーが供給する型を表す型コードを戻します。これらの型コードは、数え上げ可能な型の
OCITypeCodeで、OCI_TYPECODE定数で表されます。内部 PL/SQL型（ブール、索引付
き表）はサポートされません。

OCI_ATTR_DATA_TYPEは、データベースの列に格納されるデータ型を表す型コードを戻
します。これらは、Oracleの以前のバージョンで戻される記述値に似ています。これらの値
は、SQLT定数（ub2値）で表されます。BOOLEAN型は SQLT_BOLを戻します。

型の記述上の注意型の記述上の注意型の記述上の注意型の記述上の注意
型オブジェクトを記述するには、OCIプロセスをオブジェクト・モードで初期化する必要が
あります。

/* Initialize the OCI Process */
  if (OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (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; }

この関数の詳細は、15-94ページの OCIInitialize()の説明を参照してください。

暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意
OCIStmtExecute()による暗黙的記述および OCIDescribeAny()による明示的記述を使って、列
属性 OCI_ATTR_PRECISIONを戻すことができます。暗黙的記述を使う場合は、精度を sb2
に設定する必要があります。明示的記述を使う場合は、精度をプレースホルダに対して ub1
に設定する必要があります。この設定は、ディクショナリ内の精度のデータ型と一致させる
ために必要です。 

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS についての注意についての注意についての注意についての注意
型メソッド用の OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS属性は、そのメソッドの 2番目のレベルの
引数を表します。
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たとえば、次のように、レコード my_typeと、型 my_typeの引数が指定されたプロシー
ジャ my_procを指定します。

my_rec record(a number, b char)
my_proc (my_input my_rec)

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS属性は、my_typeレコードの引数 aと bに適用されます。

パラメータ属性パラメータ属性パラメータ属性パラメータ属性
パラメータは、OCIParamGet()によって戻されます。パラメータは、異なる種類のオブジェ
クトや情報を記述できます。パラメータの属性は、そのパラメータに含まれる記述の型に
よって異なります。これらは、型固有の属性です。この項では、さまざまなパラメータの属
性およびハンドルについて説明します。

次の表は、すべてのパラメータに属す属性のリストです。

表表表表 6-1  すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NUM_ATTRS 属性の数 ub2

OCI_ATTR_NUM_PARAMS パラメータの数 ub2

OCI_ATTR_OBJ_ID オブジェクト IDまたはスキーマ ID ub4

OCI_ATTR_OBJ_NAME オブジェクト名、スキーマ名またはデータベース名 text *

OCI_ATTR_OBJ_SCHEMA そのオブジェクトが存在するスキーマ text *
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これ以降の各項では、さまざまなパラメータの型に特有の属性およびハンドルのリストを示
します。

OCI_ATTR_PTYPE パラメータによって記述される情報の型。可能な値は次の
とおりです。

OCI_PTYPE_TABLE - 表

OCI_PTYPE_VIEW - ビュー

OCI_PTYPE_PROC - プロシージャ

OCI_PTYPE_FUNC - 関数

OCI_PTYPE_PKG - パッケージ

OCI_PTYPE_TYPE - 型

OCI_PTYPE_TYPE_ATTR - 型の属性

OCI_PTYPE_TYPE_COLL - コレクション型情報

OCI_PTYPE_TYPE_METHOD - 型のメソッド

OCI_PTYPE_SYN - シノニム

OCI_PTYPE_SEQ - 順序

OCI_PTYPE_COL - 表またはビューの列

OCI_PTYPE_ARG - 関数またはプロシージャの引数

OCI_PTYPE_TYPE_ARG - 型メソッドの引数

OCI_PTYPE_TYPE_RESULT - メソッドの結果

OCI_PTYPE_LIST - 表およびビューの列のリスト、または
関数およびプロシージャの引数リスト、パッケージのサブ
プログラム・リスト

OCI_PTYPE_SCHEMA - スキーマ

OCI_PTYPE_DATABASE - データベース

ub1

OCI_ATTR_TIMESTAMP この記述の基本であるオブジェクトのタイム・スタンプ
（Oracleの日付書式による）。

ub1 *

表表表表 6-1  すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性すべてのパラメータに属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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表表表表 /ビュー属性ビュー属性ビュー属性ビュー属性
表またはビューのパラメータ（型 OCI_PTYPE_TABLEまたは OCI_PTYPE_VIEW）の場合、
型特有の属性は次のとおりです。

その他に、表に属す次の属性があります。

表表表表 6-2  表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID ub4

OCI_ATTR_NUM_COLS 列の数 ub2

OCI_ATTR_LIST_COLUMNS 列リスト（型 OCI_PTYPE_LIST） dvoid *

OCI_ATTR_REF_TDO エクステント表の場合の、基礎型の TDOへの
REF

OCIRef *

OCI_ATTR_IS_TEMPORARY 表が一時表であるかどうか。 ub1

OCI_ATTR_IS_TYPED 表に型が指定されているかどうか。 ub1

OCI_ATTR_DURATION 一時表の継続時間。可能な値は次のとおりです。

OCI_DURATION_SESSION - セッション

OCI_DURATION_TRANS - トランザクション

OCI_DURATION_NULL - 非一時表

OCIDuration

表表表表 6-3  表に特有の属性表に特有の属性表に特有の属性表に特有の属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DBA セグメント・ヘッダーのデータ・ブロック・アド
レス

ub4

OCI_ATTR_TABLESPACE 表が存在する表領域 word

OCI_ATTR_CLUSTERED 表がクラスタ化表であるかどうか ub1

OCI_ATTR_PARTITIONED 表がパーティション表であるかどうか ub1

OCI_ATTR_INDEX_ONLY 表が索引だけの表であるかどうか ub1
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プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ /ファンクションファンクションファンクションファンクション /サブプログラム属性サブプログラム属性サブプログラム属性サブプログラム属性
プロシージャまたはファンクションのパラメータ（型 OCI_PTYPE_PROCまたは OCI_
PTYPE_FUNC）の場合、型特有の属性は次のとおりです。

次の属性は、パッケージ・サブプログラムでのみ定義されます。

パッケージ属性パッケージ属性パッケージ属性パッケージ属性
パッケージのパラメータ（型 OCI_PTYPE_PKG）の場合、型特有の属性は次のとおりです。

表表表表 6-4  プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 引数リスト。6-18ページの「リスト属性」を参照
してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS プロシージャまたはファンクションが実行者権限
プロシージャまたは実行者権限ファンクションで
あるかどうか。

ub1

表表表表 6-5  パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME プロシージャまたはファンクションの名前。 text *

OCI_ATTR_OVERLOAD_ID ID番号のオーバーロード（プロシージャまたは
ファンクションがパッケージの一部で、オーバー
ロードされる場合に適当）。戻される値が、
PL/SQLファンクションまたはプロシージャの直
接問合せとは異なる場合があります。

ub2

表表表表 6-6  パッケージに属す属性パッケージに属す属性パッケージに属す属性パッケージに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_SUBPROGRAMS サブプログラム・リスト。6-18ページの「リスト
属性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS パッケージが実行者権限パッケージであるかどう
か。

ub1
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型属性型属性型属性型属性
型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE）、その属性は表 6-7にリストされているとお
りです。これらの属性は、OCIInitialize()のコールの際に、アプリケーションによって OCI_
OBJECTモードで OCIプロセスが初期化される場合にだけ有効です。

表表表表 6-7  型に属す属性型に属す属性型に属す属性型に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の型記
述子オブジェクトのメモリー内 REFを戻す。
OCIRef用の領域が確保されていない場合は、領域
がキャッシュ内に暗黙的に割り当てられます。次
に、コールする側は OCIObjectPin()を使用して
TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。現在は、OCI_TYPECODE_
OBJECTまたは OCI_TYPECODE_
NAMEDCOLLECTIONだけが使用できます。

OCITypeCode

OCI_ATTR_COLLECTION_TYPECODE 型がコレクションの場合はコレクションの型コー
ドで、それ以外の場合は無効。6-4ページの「デー
タ型コードの注意」を参照してください。現在は、
OCI_TYPECODE_VARRAY または OCI_
TYPECODE_TABLE だけが使用できます。この属
性が非コレクション型に対して問い合せされた場
合、エラーが戻されます。

OCITypeCode

OCI_ATTR_VERSION ユーザーが割り当てたバージョンを含む NULL終
了文字列。

text *

OCI_ATTR_IS_INCOMPLETE_TYPE 型として不完全か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SYSTEM_TYPE システム型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_PREDEFINED_TYPE 事前定義済みの型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_TRANSIENT_TYPE 一時的な型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SYSTEM_

GENERATED_TYPE

 システム生成型か。 ub1

OCI_ATTR_HAS_NESTED_TABLE この型はネストした表属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_HAS_LOB この型は LOB属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_HAS_FILE この型は FILE属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT コレクション要素へのハンドル。6-13ページの
「コレクション属性」を参照してください。

dvoid *



OCIDescribeAny()の使用

6-10 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

型属性の属性型属性の属性型属性の属性型属性の属性
型の属性のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE_ATTR）、その属性は表 6-8にリストさ
れているとおりです。

OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS 型属性の数 ub4

OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS 型属性のリスト。6-18ページの「リスト属性」を
参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_NUM_TYPE_METHODS 型メソッドの数 ub4

OCI_ATTR_LIST_TYPE_METHODS 型メソッドのリスト。6-18ページの「リスト属性」
を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_MAP_METHOD 型のマップ・メソッド。6-11ページの「型メソッ
ド属性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_ORDER_METHOD 型の順序メソッド。6-11ページの「型メソッド属
性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS 型が実行者権限型であるかどうか。 ub1

表表表表 6-8  型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE  型属性の最大サイズ。この長さは、文字列と行につ
いて、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE  型属性のデータ型。6-4ページの「データ型コード
の注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NAME 型属性名である文字列へのポインタ text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値型属性の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケー
ルが -127の場合は FLOAT で、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を単
に NUMBERと表すことができます。

ub1

表表表表 6-7  型に属す属性型に属す属性型に属す属性型に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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型メソッド属性型メソッド属性型メソッド属性型メソッド属性
型のメソッドのパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE_METHOD）、その属性は表 6-9に
リストされているとおりです。 

OCI_ATTR_SCALE  数値型属性のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOAT で、それ以外の場合
は NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0
（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列。データ型が SQLT_NTYまたは
SQLT_REFの場合は、戻される値には型名が含まれ
ます。データ型が SQLT_NTYの場合は、名前付き
データ型の型名が戻されます。データ型が SQLT_
REFの場合は、REFによって示されている名前付き
データ型の型名が戻されます。

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型作成時のスキーマ名が付いた文字列 text *

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の TDO
のメモリー内 REFを戻します。OCIRef用の領域が
確保されていない場合は、領域がキャッシュ内に暗
黙的に割り当てられます。次に、コールする側は
OCIObjectPin()を使用して TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 型属性が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・
セット ID

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 型属性が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・
セット・フォーム

ub1

表表表表 6-9  型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME メソッド名（プロシージャまたはファンクショ
ン）

text *

OCI_ATTR_ENCAPSULATION メソッドのカプセル化レベル（OCI_
TYPEENCAP_PRIVATEまたは OCI_
TYPEENCAP_PUBLICのいずれか）

OCITypeEncap

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 引数リスト。6-4 ページの「OCI_ATTR_LIST_
ARGUMENTSについての注意」および 6-18ペー
ジの「リスト属性」を参照してください。

dvoid *

表表表表 6-8  型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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参照として、次のコードは、対応するプロシージャ /ファンクションを判断するときに使用
できるメソッド・フラグを示しています。

OCITypeMethodFlag
{ OCI_TYPEMETHOD_INLINE = 0x0001,                               /* inline */
  OCI_TYPEMETHOD_CONSTANT = 0x0002,                           /* constant */
  OCI_TYPEMETHOD_VIRTUAL = 0x0004,                             /* virtual */
  OCI_TYPEMETHOD_CONSTRUCTOR = 0x0008,                     /* constructor */
  OCI_TYPEMETHOD_DESTRUCTOR = 0x0010,                       /* destructor */
  OCI_TYPEMETHOD_OPERATOR  = 0x0020,                          /* operator */
  OCI_TYPEMETHOD_SELFISH = 0x0040,  /* selfish method (generic otherwise) */ 

  OCI_TYPEMETHOD_MAP = 0x0080,                 /* map (relative ordering) */
  OCI_TYPEMETHOD_ORDER  = 0x0100,            /* order (relative ordering) */
    /* OCI_TYPEMETHOD_MAP and OCI_TYPEMETHOD_ORDER are mutually exclusive */

  OCI_TYPEMETHOD_RNDS= 0x0200,            /* Read no Data State (default) */
  OCI_TYPEMETHOD_WNDS= 0x0400,                     /* Write no Data State */
  OCI_TYPEMETHOD_RNPS= 0x0800,                   /* Read no Process State */
  OCI_TYPEMETHOD_WNPS= 0x1000                   /* Write no Process State */ }

OCI_ATTR_IS_CONSTRUCTOR メソッドはコンストラクタか。 ub1

OCI_ATTR_IS_DESTRUCTOR メソッドはデストラクタか。 ub1

OCI_ATTR_IS_OPERATOR メソッドは演算子か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SELFISH メソッドは自己参照的か。 ub1

OCI_ATTR_IS_MAP メソッドはマップ・メソッドか。 ub1

OCI_ATTR_IS_ORDER メソッドは順序メソッドか。 ub1

OCI_ATTR_IS_RNDS "Read No Data State"がメソッドに設定されてい
るか。

ub1

OCI_ATTR_IS_RNPS "Read No Process State"がメソッドに設定されて
いるか。

ub1

OCI_ATTR_IS_WNDS "Write No Data State"がメソッドに設定されてい
るか。

ub1

OCI_ATTR_IS_WNPS "Write No Process State"がメソッドに設定されて
いるか。

ub1

表表表表 6-9  型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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コレクション属性コレクション属性コレクション属性コレクション属性
コレクション型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_COLL）、その属性は表 6-10にリスト
されているとおりです。 

表表表表 6-10  コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE 型属性の最大サイズ。この長さは、文字列と行につ
いて、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE 型属性のデータ型。6-4ページの「データ型コード
の注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NUM_ELEMENTS 配列の要素の数。コレクションが配列である場合に
だけ有効です。

ub4

OCI_ATTR_NAME 型属性名である文字列へのポインタ text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値型属性の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケー
ルが -127の場合は FLOAT で、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を単
に NUMBERと表すことができます。

ub1

OCI_ATTR_SCALE 数値型属性のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOAT で、それ以外の場合
は NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0
（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列。データ型が SQLT_NTYまたは
SQLT_REFの場合は、戻される値には型名が含まれ
ます。データ型が SQLT_NTYの場合は、名前付き
データ型の型名が戻されます。データ型が SQLT_
REFの場合は、REFによって示されている名前付き
データ型の型名が戻されます。

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型作成時のスキーマ名が付いた文字列 text *
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シノニム属性シノニム属性シノニム属性シノニム属性
シノニムのパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SYN）、その属性は表 6-11にリストされてい
るとおりです。 

順序属性順序属性順序属性順序属性
順序のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SEQ）、その属性は表 6-12にリストされていると
おりです。

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の TDO
のメモリー内 REFを戻します。OCIRef用の領域が
確保されていない場合は、領域がキャッシュ内に暗
黙的に割り当てられます。次に、コールする側は
OCIObjectPin()を使用して TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 型属性が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・
セット ID

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 型属性が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・
セット・フォーム

ub1

表表表表 6-11  シノニムに属す属性シノニムに属す属性シノニムに属す属性シノニムに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID ub4

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME シノニム翻訳のスキーマ名を含む、NULLで終了する
文字列

text *

OCI_ATTR_NAME シノニム翻訳のオブジェクト名を含む、NULLで終了
する文字列

text *

OCI_ATTR_LINK シノニム翻訳のデータベース・リンク名を含む、
NULLで終了する文字列

text *

表表表表 6-12  順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID ub4

OCI_ATTR_MIN 最小値（Oracle数値書式） ub1 *

OCI_ATTR_MAX 最大値（Oracle数値書式） ub1 *

OCI_ATTR_INCR 増分値（Oracle数値書式） ub1 *

表表表表 6-10  コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性 ( 続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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列属性列属性列属性列属性
表またはビューの列のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_COL）、その属性は表 6-13にリス
トされているとおりです。

OCI_ATTR_CACHE キャッシュされた順序番号の数。順序がキャッ
シュされた順序でない場合は 0（ゼロ）です
（Oracle数値書式）。

ub1 *

OCI_ATTR_ORDER 順序が順序指定されているかどうか。 ub1

OCI_ATTR_HW_MARK 高水位標（Oracle数値書式） ub1 *

表表表表 6-13  表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE 列の最大サイズ。この長さは、文字列と行につい
て、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_DATA_TYPE 列のデータ型。6-4ページの「データ型コードの
注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NAME 列名である文字列へのポインタ text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値列の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケール
が -127の場合は FLOATで、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

明示的記述の場合は
ub1

暗黙的記述の場合は
sb2

OCI_ATTR_SCALE 数値列のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOATで、それ以外の場
合は NUMBER（精度、スケール）です。精度が
0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケー
ル）を単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_IS_NULL 列で NULL値が許されない場合に、0（ゼロ）を
戻す

ub1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列を戻します。データ型が
SQLT_NTYまたは SQLT_REFの場合は、戻され
る値には型名が含まれます。データ型が SQLT_
NTYの場合は、名前付きデータ型の型名が戻さ
れます。データ型が SQLT_REFの場合は、REF
によって示されている名前付きデータ型の型名が
戻されます。

text *

表表表表 6-12  順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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引数引数引数引数 /結果属性結果属性結果属性結果属性
プロシージャ /ファンクションの引数のパラメータ（型 OCI_PTYPE_ARG）、型メソッドの
引数のパラメータ（型 OCI_PTYPE_TYPE_ARG）またはメソッド結果のパラメータ（型
OCI_PTYPE_TYPE_RESULT）の場合、属性は表 6-14にリストされているとおりです。

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型が作成されたときのスキーマ名を持つ文字列を
戻す

text *

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の
TDOの REF

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 列が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・セッ
ト ID

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 列が文字列 /文字型の場合は、キャラクタ・セッ
ト・フォーム

ub1

表表表表 6-14  引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME 引数名である文字列へのポインタを戻す text *

OCI_ATTR_POSITION 引数リストの引数の位置。常に 0（ゼロ）を戻
します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。6-4ページの「データ型コードの注
意」を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE 引数のデータ型。6-4ページの「データ型コー
ドの注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_DATA_SIZE 引数のデータ型のサイズ。この長さは、文字列
と行について、文字ではなくバイト単位で戻さ
れます。NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_PRECISION 数値引数の精度。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOAT で、それ以外の
場合は NUMBER（精度、スケール）です。精
度が 0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、ス
ケール）を単に NUMBER と表すことができま
す。

ub1

表表表表 6-13  表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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OCI_ATTR_SCALE 数値引数のスケール。精度が 0（ゼロ）以外で
スケールが -127の場合は FLOATで、それ以外
の場合は NUMBER（精度、スケール）です。
精度が 0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、
スケール）を単に NUMBERと表すことができ
ます。

sb1

OCI_ATTR_LEVEL データ型のレベル。この属性は常に 0（ゼロ）
を戻します。

ub2

OCI_ATTR_HAS_DEFAULT 引数にデフォルト値があるかどうかを示す。 ub1

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 次のレベルの引数のリスト（引数がレコード型
または表型のとき）。

dvoid *

OCI_ATTR_IOMODE 以下の引数モードを示す。

0は IN（OCI_TYPEPARAM_IN）

1は OUT （OCI_TYPEPARAM_OUT）

2は IN/OUT （OCI_TYPEPARAM_INOUT）

OCITypeParamMode

OCI_ATTR_RADIX 基数を戻す（数値型の場合） ub1

OCI_ATTR_IS_NULL 列で NULL値が許されない場合に、0（ゼロ）
を戻す

ub1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列、または、パッケージのロー
カル型の場合はパッケージ名の文字列を戻す。
データ型が SQLT_NTY または SQLT_REFの場
合は、戻される値には型名が含まれます。デー
タ型が SQLT_NTYの場合は、名前付きデータ
型の型名が戻されます。データ型が SQLT_REF
の場合は、REFによって示されている名前付き
データ型の型名が戻されます。 

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME SQLT_NTY または SQLT_REFについては、そ
の型が作成されたスキーマ名、または、パッ
ケージのローカル型の場合は、そのパッケージ
が作成されたスキーマ名を持つ文字列を戻す。

text *

OCI_ATTR_SUB_NAME SQLT_NTY または SQLT_REFについては、
パッケージのローカル型の場合に、型名を持つ
文字列を戻す。

text *

表表表表 6-14  引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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リスト属性リスト属性リスト属性リスト属性
列または引数、サブプログラムのリストのパラメータ（型 OCI_PTYPE_LIST）の場合、型特
有の属性およびハンドル（パラメータ）は次のとおりです。

■ リストには、リスト型を指定する OCI_ATTR_LIST_TYPE属性がある。可能な値は次の
とおりです。

– OCI_LTYPE_COL - 列リスト

– OCI_LTYPE_ARG_PROC - プロシージャ引数リスト

– OCI_LTYPE_ARG_FUNC - ファンクション引数リスト

– OCI_LTYPE_SUBPRG - サブプログラム・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ATTR - 型属性リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_METHOD - 型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ARG_PROC - 結果引数なしの型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ARG_FUNC - 結果引数なしの型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_SCH_OBJ - スキーマ内のオブジェクト・リスト

– OCI_LTYPE_DB_SCH - データベース内のスキーマ・リスト

■ リストには、リスト内の要素数を調べる OCI_ATTR_NUM_PARAMS属性がある。

■ リストには、リスト内の各々の列または引数、サブプログラム（型 OCI_PTYPE_COLま
たは OCI_PTYPE_ARG、OCI_PTYPE_PROC、OCI_PTYPE_FUNC）の 1..OCI_ATTR_
NUM_PARAMSパラメータがある。ファンクション引数リストの場合、位置 0には、
戻り値（型 OCI_PTYPE_ARG）のパラメータがあります。

OCI_ATTR_LINK SQLT_NTY または SQLT_REFについては、そ
の型が存在するデータベースのデータベース・
リンク名を持つ文字列を戻す。これは、パッ
ケージのローカル型で、そのパッケージがリ
モートであるときだけ発生します。

text *

OCI_ATTR_REF_TDO 引数の型がオブジェクトの場合に、その型の
TDOの REFを戻す

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 引数が文字列 /文字型の場合に、キャラクタ・
セット IDを戻す

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 引数が文字列 /文字型の場合に、キャラクタ・
セット・フォームを戻す

ub1

表表表表 6-14  引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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スキーマ属性スキーマ属性スキーマ属性スキーマ属性
スキーマ型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SCHEMA）、その属性は表 6-15にリスト
されているとおりです。

データベース属性データベース属性データベース属性データベース属性
データベース型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_DATABASE）、その属性は表 6-16に
リストされているとおりです。

表表表表 6-15  スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_OBJECTS スキーマ内のオブジェクトのリスト。 text *

表表表表 6-16  データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_VERSION データベース・バージョン text *

OCI_ATTR_CHARSET_ID サーバー・ハンドルからのデータベース・キャラ
クタ・セット ID

ub2

OCI_ATTR_NCHARSET_ID サーバー・ハンドルからのデータベース・キャラ
クタ・セット ID

ub2

OCI_ATTR_LIST_SCHEMAS データベース内のスキーマのリスト（型 OCI_
PTYPE_SCHEMA）

OCI_PTYPE_LIST

OCI_ATTR_MAX_PROC_LEN プロシージャ名の最大長 ub4

OCI_ATTR_MAX_COLUMN_LEN 列名の最大長 ub4

OCI_ATTR_CURSOR_COMMIT_
BEHAVIOR

COMMIT操作が、データベース内のカーソルお
よび準備済みの文に与える影響。値は次のとおり
です。

OCI_CURSOR_OPEN - カーソルの状態を
COMMIT操作の前の状態に保持します。

OCI_CURSOR_CLOSED - カーソルは、COMMIT
操作時に閉じます。ただし、アプリケーションで
は、文を再準備せずに再実行できます。

ub1

OCI_ATTR_MAX_CATALOG_
NAMELEN

カタログ（データベース）名の最大長 ub1

OCI_ATTR_CATALOG_LOCATION 修飾表内のカタログの位置。値は OCI_CL_
STARTおよび OCI_CL_ENDです。

ub1
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例例例例
次の例では、異なる種類のスキーマ・オブジェクトを記述するための OCIDescribeAny()の使
用方法を示します。より詳細なコード・サンプルは、Oracleインストレーションに含まれて
いるデモ・プログラムを参照してください。詳細は、付録 Bの「OCIデモ・プログラム」を
参照してください。

表用の列データ型の検索表用の列データ型の検索表用の列データ型の検索表用の列データ型の検索
この例では、明示的な記述の使用方法を示しています。表の列データ型を検索するアプリ
ケーションを例として考えます。次の擬似コードは、アプリケーションで記述インタフェー
スを使用する例です。

text objptr[] = <table-name>;
ub4 objp_len = strlen(<table_name>);
OCIParam *parmh;         /* parameter handle */
OCIParam *collsthd;      /* handle to list of columns */
OCIParam *colhd;         /* column handle */

/* get the describe handle for the table */
if (OCIDescribeAny(svch, errh, objptr, objp_len, OCI_OTYPE_NAME, 0, 

OCI_PTYPE_TABLE, &dschp))
return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM,

errh))
return error;

/* The type information of the object, in this case, OCI_PTYPE_TABLE,
is obtained from the parameter descriptor returned by the OCIAttrGet */

OCI_ATTR_SAVEPOINT_SUPPORT データベースがセーブポイントをサポートする
か。値は OCI_SP_SUPPORTEDおよび OCI_SP_
UNSUPPORTEDです。

ub1

OCI_ATTR_NOWAIT_SUPPORT データベースが NOWAIT句をサポートするか。
値は OCI_NW_SUPPORTEDおよび OCI_NW_
UNSUPPORTEDです。

ub1

OCI_ATTR_AUTOCOMMIT_DDL DDL文で自動確定モードが必要か。値は OCI_
AC_DDLおよび OCI_NO_AC_DDLです。

ub1

OCI_ATTR_LOCKING_MODE データベースのロック・モード。値は OCI_
LOCK_IMMEDIATEおよび OCI_LOCK_
DELAYEDです。

ub1

表表表表 6-16  データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性 (続き続き続き続き )

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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/* get the number of columns in the table */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numcols, 0, 

OCI_ATTR_NUM_COLS, errh))
return error;

/* get the handle to the column list of the table */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &collsthd, 0,

OCI_ATTR_LIST_COLUMNS, errh)==OCI_NO_DATA)
return error;

/* go through the column list and retrieve the data-type of each column,
and then recursively describe column types. */

for (i = 1; i <= numcols; i++)
{

/* get parameter for column i */
if (OCIParamGet(collsthd, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &colhd, i))

return error;
/* for example, get data type for ith column */
if (OCIAttrGet(colhd, OCI_DTYPE_PARAM, &datatype[i-1], 0,

OCI_ATTR_DATA_TYPE, errh))
return error;

}

ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述
ストアド・プロシージャとファンクションについて考えてみます。プロシージャとファンク
ションの違いは、ファンクションには引数リストに位置 0（ゼロ）の戻り型がありますが、
プロシージャには、引数リストの位置 0（ゼロ）に対応する引数はありません。型メソッド
の記述に必要な（また、ファンクションおよびプロシージャに分割もする）ステップは、通
常の PL/SQLファンクションおよびプロシージャのステップとまったく同じです。プロシー
ジャ /ファンクションは、オブジェクトのデフォルト型を引数として使用できることに注意
してください。以下のプロシージャがあるとします。

P1 (arg1 emp.sal%type, arg2 emp%rowtype)

さらに、emp表の各行には、name(VARCHAR2(20))および sal(NUMBER)の 2列があるとし
ます。つまり、P1の引数リストには、arg1と arg2の 2つの引数がそれぞれレベル 0の位
置 1と位置 2にあり、引数の nameと salがそれぞれレベル 1の位置 1と位置 2にありま
す。P1の記述では、引数の数として 2を戻し、レベル 0を超える（> 0）引数を、レベル 0
（ゼロ）の引数の属性として戻します。

以下の擬似コードにより、P1の記述が説明されます。

text objptr[] = "P1";      /* procedure name */
ub4 objp_len = strlen("P1");
OCIParam *parmh;           /* parameter handle */
OCIParam *arglst;          /* list of args */
OCIParam *arg;             /* argument handle */
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ub2 numargs, pos, level; 
text *name;
ub4 namelen;

/* get the describe handle for the table */
if (OCIDescribeAny(svch, errh, objptr, objp_len, OCI_OTYPE_NAME, 0, 

OCI_PTYPE_PROC, &dschp))
return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 

errh))
return error;

/* Get the number of arguments and the arg list */
if (OCIAttrGet (parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &arglst, 
0, OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, errh))

return error;
if (OCIAttrGet (parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numargs, 0, 

OCI_ATTR_NUM_PARAMS, errh))
return error;

/* For a procedure, we begin with i = 1; for a 
function, we begin with i = 0. */

for (i = 1; i < numargs; i++) {
OCIParamGet (arglst, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &arg, i);
OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &name, &namelen, OCI_ATTR_NAME, 

errh);
...
/* to print the attributes of the argument of type record 
(arguments at the next level), traverse the argument list */

OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &arglst1, 0,
OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, erh);

/* check if the current argument is a record. For arg1 in P1
arglst1 is NULL. */

if (arglst1) {
OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &numargs1,0, OCI_ATTR_NUM_PARAMS, 

errh);

/* Note that for both functions and procedures,the next higher level 
arguments start from index 1. For arg2 in P1, the number of arguments at 
the level 1 would be 2 */
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for (i = 1; i < numargs1, i++) {
OCIParamGet (arglst1, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &arg1, i);
OCIAttrGet (arg1, OCI_DTYPE_PARAM, &name1, &namelen1, 

OCI_ATTR_NAME, errh);
...
}

}
}

オブジェクト型の属性の検索オブジェクト型の属性の検索オブジェクト型の属性の検索オブジェクト型の属性の検索
この例では、名前付きオブジェクト型についての明示的な記述の使用方法を示します。オブ
ジェクトを名前によって、またはオブジェクト参照（OCIRef）によって記述する方法を説
明します。以下の擬似コードにより、オプジェクト型の属性の各データ型値の検索が試みら
れます。これは 6-20ページの「表用の列データ型の検索」の最初の例によく似ています。

text type_name[] = <type_name>;
ub4 type_name_len = strlen(<type_name>);
OCIRef *type_ref = <type_ref>;
un4 numattrs;
OCIDescribe *dschp;      /* describe handle */
OCIParam *parmh;         /* parameter handle */
OCIParam *attrlsthd;     /* handle to list of attrs */
OCIParam *attrhd;        /* attribute handle */

/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh, (dvoid **)&dschp,
                  (ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE, (size_t)0, (dvoid **)0))
return error;

/* get the describe handle for the type */
if (describe_by_name)
if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_name, type_name_len, 

OCI_OTYPE_NAME, 0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
return error;

else
if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_ref, 0, OCI_OTYPE_REF, 

0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 

errh))
return error;

/* The type information of the object, in this case, OCI_PTYPE_TYPE, is 
obtained from the parameter descriptor returned by the OCIAttrGet */
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/* get the number of attributes in the type */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numattrs, 0, 

OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS, errh))
return error;

/* get the handle to the attribute list of the type */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, (dvoid *)&attrlsthd, 0, 

OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS, errh)==OCI_NO_DATA)
return error;

/* go through the attribute list and retrieve the data-type of each attribute, and 
then recursively describe attribute types. */

for (i = 1; i <= numattrs; i++)
{
/* get parameter for attribute i */
if (OCIParamGet(attrlsthd, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &attrhd, i))

return error;

/* for example, get data type and typecode for attribute; note that OCI_ATTR_DATA_
TYPE returns the SQLT code, while OCI_ATTR_TYPECODE returns the Oracle Type System 
typecode. */
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&datatype[i-1], 0, 

OCI_ATTR_DATA_TYPE,errh))
return error;

/* for example, get data type for attribute*/
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&typecode[i-1], 0, 

OCI_ATTR_TYPECODE, errh))
return error;

/* if attribute is an object type, recursively describe it */
if (typecode[i-1] == OCI_TYPECODE_OBJECT)
{
OCIRef *attr_type_ref;
OCIDescribe *nested_dschp;

/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh,(dvoid**)&dschp,
(ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE,(size_t)0, (dvoid **)0))
return error;

if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,
&attr_type_ref, 0, OCI_ATTR_REF_TDO,errh))

return error;
OCIDescribeAny(svch, errh,(dvoid*)attr_type_ref, 0, 

OCI_OTYPE_REF, 0, OCI_PTYPE_TYPE, nested_dschp);
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/* go on describing the type... */
}

}

名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の検索名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の検索名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の検索名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の検索
この例では、名前付きコレクション型についての明示的な記述の使用方法を示しています。
オブジェクトを名前によって、またはオブジェクト参照（OCIRef）によって記述する方法
を説明します。以下の擬似コードにより、オプジェクト型の属性の各データ型値の検索が試
みられます。これは 6-20ページの「表用の列データ型の検索」の最初の例によく似ていま
す。

text type_name[] = <type_name>;
ub4 type_name_len = strlen(<type_name>);
OCIRef *type_ref = <type_ref>;
un4 numattrs;
OCIDescribe *dschp;     /* describe handle */
OCIParam *parmh;        /* parameter handle */
OCIParam *attrlsthd;    /* handle to list of attrs */
OCIParam *attrhd;       /* attribute handle */

/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh, (dvoid **)&dschp,
                  (ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE, (size_t)0, (dvoid **)0))
return error;

/* get the describe handle for the type */
if (describe_by_name)
if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_name, type_name_len, 

OCI_OTYPE_NAME, 0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
return error;

else
if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_ref, 0, OCI_OTYPE_REF, 0, 

OCI_PTYPE_TYPE, &dschp))
return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 

errh))
return error;

/* get the Oracle Type System type code of the type to determine that this is a 
collection type */
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&typecode, 0, OCI_ATTR_TYPECODE, 

errh))
return error;
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/* if typecode is OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION,
proceed to describe collection element */

if (typecode == OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION)
{
/* get the collection's type: ie, OCI_TYPECODE_VARRAY or OCI_TYPECODE_TABLE */

if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, (dvoid *)&collection_typecode, 0, OCI_ATTR_
COLLECTION_TYPECODE, errh))

return error;

/* get the collection element; you MUST use this to further retrieve information 
about the collection's element */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &collection_element_parmh, 0, OCI_ATTR_
COLLECTION_ELEMENT, errh))

return error;

/* get the number of elements if collection is a VARRAY; not valid for nested tables 
*/
if (collection_typecode == OCI_TYPECODE_VARRAY)

if OCIAttrGet(collection_element_parmh, OCI_DTYPE_PARAM,
(dvoid *)&num_elements, 0, OCI_ATTR_NUM_ELEMENTS, errh))
return error;

/* now use the collection_element parameter handle to retrieve information about the 
collection element */
if OCIAttrGet(collection_element_parmh, OCI_DTYPE_PARAM, 

(dvoid *)&element_typecode, 0, OCI_ATTR_TYPECODE, errh))
return error;

/* do the same to describe additional collection element information; this is very 
similar to describing type attributes */
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7
LOBおよびおよびおよびおよび FILE操作操作操作操作

この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ ロケータ

■ 内部 LOBの作成と変更

■ 表内の FILEと OSファイルの関連付け

■ オブジェクトの LOB属性

■ LOBの配列インタフェース

■ LOBおよび FILEの関数

■ LOB読込みおよび書込みコールバック

■ テンポラリ LOBのサポート
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概要概要概要概要
Oracle OCIには、データベース内のラージ・オブジェクト（LOB）で操作を実行するための
一連の関数があります。内部 LOB（BLOB、CLOB、NCLOB）は、データベースの表領域
に、領域の最適化とアクセスの効率化を実現するように格納されます。これらの LOBは、
データベース・サーバーのトランザクションを完全にサポートしています。外部 LOB
（FILE）とは、データベース表領域の外のサーバーのオペレーティング・システム・ファイ
ルに格納された大型のデータ・オブジェクトのことです。

また、OCIはテンポラリ LOBもサポートしています。テンポラリ LOBは、LOBデータ上
で操作するローカル変数のように使うことができます。

LOBおよび FILEの最大長は、4GBです。FILE機能は読込み専用です。Oracleでは、現在、
バイナリ・ファイル（BFILE）だけをサポートしています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOB操作の使用を示したサンプル・コードについては、Oracleインストレー
ションに付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。詳細は、付録
Bの「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

LOBと併用するための dbms_lobパッケージの詳細については、『Oracle8iパッケー
ジ・プロシージャ リファレンス』を参照してください。利用できる LOBおよび LOBイ
ンタフェースの一般情報については、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラー
ジ・オブジェクト』を参照してください。

テンポラリ LOBの詳細は、7-16ページの「テンポラリ LOBのサポート」を参照してく
ださい。

ロケータロケータロケータロケータ
OCIプログラムでは、LOBまたは FILEのデータを指すロケータを使います。

LOBロケータロケータロケータロケータ
データベースの表には、LOB値を指す「LOBロケータ」が格納されます。OCIアプリケー
ションで選択リストに LOB列を含む SQL問合せを発行した場合、問合せ結果のフェッチで
は、実際の LOB値ではなくロケータが戻されます。OCIでは、LOBロケータは
OCILobLocatorデータ型にマッピングされます。

注意注意注意注意 : LOB値は、約 4,000バイトより小さい場合、データベースの表にインラインで格
納できます。

内部 LOBには、コピー・セマンティクスがあります。そのため、ある列の LOBを別の列の
LOBにコピーすると、実際の LOBの値がコピーされ、コピーされた LOBに対し、新規の
LOBロケータが作成されます。

LOB用の OCI関数では、引数として LOBロケータを使用します。LOBに値が含まれてい
るかどうかに関係なく、OCI関数はロケータが指す LOBがすでに作成済みであるとみなし
ます。
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アプリケーションでは、最初に SQLを使用してロケータをフェッチし、次に、そのロケー
タを使用して操作の実行を続けます。OCI関数が実際の LOB値をパラメータとして受け取
ることはありません。スナップショットが最新で LOBデータの現在の設定値である場合に
限り、そのスナップショットが変更される現在の設定値なので、LOB修正コールでロケータ
を使用するのがよい方法となります。

記述子型として OCI_DTYPE_LOBを渡した OCIDescriptorAlloc()のコールを使用して、内部
LOBロケータのメモリーを割り当てます。外部 LOB（FILE）ロケータのメモリーを割り当
てるには、OCI_DTYPE_FILEを渡します。LOBロケータのメモリーを割り当てたら、それ
を OCI LOBルーチンに渡す前に、初期化する必要があります。以下の方法のどれでも、こ
れを達成できます。

■ データベースから LOB（有効な LOBロケータを所有する）を、割り当てたばかりの
LOBロケータに SELECTします。

■ SQL INSERTまたは UPDATE文の RETURNING句内のロケータを使います。

■ すでに初期化された別の LOBロケータを、新しく割当てられた LOBロケータに割り当
てます。

あるいはロケータの OCI_ATTR_LOBEMPTY属性を OCIAttrSet()でコールして、LOBロ
ケータを空にして初期化できます。ただし、この方法で初期化されたロケータは、データ
ベースに空の LOBを作成する場合にのみ使えます。つまり、SQL INSERT文の VALUES句
か、または SQL UPDATE文の SET句のソースとしてのみ使えます。

警告警告警告警告 : LOBおよび FILE操作のためのロケータは交換できません。LOB操作のロケータ
は型 OCI_DTYPE_LOBとして、FILE操作のロケータは型 OCI_DTYPE_FILEとして割
り当てる必要があります。内部 LOBロケータを外部 LOB（FILE）ロケータに割り当て
ることはできません。この反対もできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBロケータなど、ロケータの詳細は、2-14ページの「記述子およびロケー
タ」を参照してください。OCI LOBコールの使用方法を示す例については、付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」内のデモンストレーション・プログラムの一覧、および
15-156ページの OCILobWrite()の説明を参照してください。

LOB、ロケータ、読込み整合性のある LOBの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発
者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してください。

FILEロケータロケータロケータロケータ
FILEロケータは、サーバーのファイル・システムにあるファイルのポインタとして見なさ
れます。Oracle Serverでは、FILEに関してトランザクション・セマンティックスを提供し
ていません。また、Oracle Serverでは、バイナリ FILE（BFILE）に対する読込み専用操作だ
けを現在サポートしています。

内部 LOBの操作と FILEの操作は似ているので、OCIのすべての LOB関数および FILE関数
では、すべての操作の入力として LOBロケータが予期されます。唯一の違いは、FILEロ
ケータを割り当てる方法です。FILEのロケータを割り当てる場合、OCIDescriptorAlloc()
コールで、記述子型として OCI_DTYPE_FILEを渡す必要があります。
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警告警告警告警告 : LOBおよび FILE操作のためのロケータは交換できません。LOB操作のロケータ
は型 OCI_DTYPE_LOBとして、FILE操作のロケータは型 OCI_DTYPE_FILEとして割
り当てる必要があります。内部 LOBロケータを外部 LOB（FILE）ロケータに割り当て
ることはできません。この反対もできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : BFILEと OSファイルの関連付けについては、7-4ページの「表内の FILEと
OSファイルの関連付け」を参照してください。

内部内部内部内部 LOBの作成と変更の作成と変更の作成と変更の作成と変更
内部 LOBを新規作成するには、OCIDescriptorAlloc()を使用して新規の LOBロケータを初期
化してから、OCIAttrSet()をコールして（OCI_ATTR_LOBEMPTY属性を使用して）空に設
定し、次に INSERT文でロケータをプレースホルダにバインドします。この処理により、
LOB列または属性がある表に空のロケータを挿入します。次に、SELECT...FOR UPDATE
でこの行を選択し、ロケータを入手します。その後、OCIの LOB関数を使用してロケータ
に書き込みます。

注意注意注意注意 : LOB列または属性を変更（書込み、コピー、切捨て等）する場合は必ず LOBを
含む行をロックする必要があります。これを実行する方法の 1つは、操作を実行する前
に SELECT...FOR UPDATE文を使用してロケータを選択します。

LOB書込みコマンドを正常に実行するには、トランザクションがオープンされた状態でなけ
ればなりません。このため、データを書き込む前にトランザクションをコミットする場合、
コミットによってトランザクションはクローズするため、たとえば、SELECT...FOR 
UPDATE文を再発行して、行を再ロックする必要があります。

OCIAttrSet()ではなく EMPTY_BLOB()および EMPTY_CLOB()を使った内部 LOBの作成に
ついては、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : トリガー内からの LOBの読込みと書込みについては、『Oracle8iアプリケーショ
ン開発者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBロケータのプレースホルダへのバインディング、およびそれらの
INSERT文での使用方法については、5-10ページの「LOBのバインディング」を参照し
てください。

表内の表内の表内の表内の FILEとととと OSファイルの関連付けファイルの関連付けファイルの関連付けファイルの関連付け
BFILENAME()関数は、外部のサーバー側（OS）ファイルと表内の BFILE列 /属性を関連
付けるため、INSERT文で使用できます。UPDATE文で BFILENAME()を使用すると、
BFILE列または属性と、別の OSファイルを関連付けます。OCILobFileSetName()を使って、
表内の FILEを OSファイルに関連付けることもできます。通常、BFILENAME()はバインド
変数を使わない INSERTまたは UPDATE内で使い、OCILobFileSetName()は、バインド変数
に使います。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、15-132ページの OCILobFileSetName()を参照してください。
BFILENAME()関数については、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オ
ブジェクト』を参照してください。

オブジェクトのオブジェクトのオブジェクトのオブジェクトの LOB属性属性属性属性
OCIアプリケーションでは、OCIObjectNew()を使って LOB属性を持つ永続オブジェクトま
たは一時オブジェクトを作ることができます。

オブジェクトのオブジェクトのオブジェクトのオブジェクトの LOB属性への書込み属性への書込み属性への書込み属性への書込み
OCIを使って、LOB属性を持つ新規の持続的なオブジェクトを作成したり、その LOB属性
への書込みができます。アプリケーションでは次のステップに従います。

1. OCIObjectNew()をコールして、LOB属性を持つ持続的なオブジェクトを作成します。

2. オブジェクトをダーティとマークします。

3. 表に行を挿入して、オブジェクトをフラッシュします。

4. オブジェクトをデータベースから取り出し、LOBに有効なロケータを取得して、オブ
ジェクトの最新バージョンを確保します。（またはオブジェクトをリフレッシュしま
す。）

5. オブジェクトの LOBロケータを使って OCILobWrite()をコールし、データを書込みま
す。

マーク、フラッシュ、リフレッシュなど、オブジェクト操作の詳細は、第 10章の「OCIオ
ブジェクト・リレーショナル ・プログラミング」を参照してください。

LOB属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト
アプリケーションでは、OCIObjectNew()をコールして、内部 LOB（BLOB 、CLOB、
NCLOB）属性を持つ一時オブジェクトを作成できます。ただし、テンポラリ LOBは現在サ
ポートされていないので、ユーザーが LOB属性で操作（読込みまたは書込み等）を実行す
ることはできません。一時内部 LOB型を作成するための OCIObjectNew()コールは失敗しま
せんが、アプリケーションでは、このテンポラリ LOBで LOB操作を使用することはできま
せん。

ただし、アプリケーションでは、FILE属性を持つ一時オブジェクトを作成し、FILE属性を
使ってデータをサーバーのファイル・システムに記憶したファイルから読み込めます。アプ
リケーションでは、OCIObjectNew()をコールして一時 FILEを作成し、その FILEでサー
バーのファイルから読み込むことができます。
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LOBの配列インタフェースの配列インタフェースの配列インタフェースの配列インタフェース
LOBと共に、OCIの配列インタフェースを他のデータ型と同じように使うことができます。
ただし、記述子を割り当てるには以下を行う必要があります。

/* First create an array of OCILocator pointers: */
OCILobLocator *lobp[10];

for (i=0; i < 10; i++)
{ OCIDescriptorAlloc (...,&lobp[i],...);

/* Then bind the descriptor as follows */
  OCIBindByPos(.......&lobp[i], .....);
}

LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数
表 7-1の関数は、LOBおよび FILEで操作するために使用できます。各関数に関する詳細は、
第 15章の「OCIリレーショナル関数」で説明しています。これらの LOBおよび FILEコー
ルは、アプリケーションが Oracle 7 Serverに接続している場合は無効です。

データへのオフセットを伴うすべての LOB操作では、オフセットは 1から開始されます。
OCILobCopy()、OCILobErase()、OCILobLoadFromFile()、OCILobTrim()などの LOB操作では、
amountパラメータはクライアント側文字セットに関係なく、CLOBおよびNCLOBの場合
は文字数です。これらの LOB操作は、サーバー上の LOBデータの量を参照します。LOB
コールでは、amountおよび offsetパラメータに、次の一般的な規則が適用されます。

■ amount- amountパラメータがサーバー側の LOBを参照する場合は、amount（量）は文
字数です。amountパラメータがクライアント側のバッファを参照する場合は、amount
（量）はバイト数です。 

■ offset - クライアント側文字セットが可変幅かどうかには関係なく、offsetパラメータは
常に CLOBおよび NCLOBの場合は文字数で、BLOBおよび BFILEの場合はバイト数
です。

これらの一般的な規則の例外は、特定の LOBコールの説明で示してあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEに関する説明を参照してください。
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表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途

OCILobAppend() 内部 LOBのみ ある内部 LOBのデータを別の内部 LOBに追加します。LOBの追加
元および追加先は、すでに存在している必要があります。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。追加先 LOBを最大長
（4GB）を超えて拡張したり、NULLである LOBから追加しようとす
ると、エラーになります。 

OCILobAssign() LOB/FILEロケータを別のロケータに割り当てます。この関数は、テ
ンポラリ LOBには使えません。OCILobLocatorAssign()を使ってくだ
さい。

OCILobCharSetForm() CLOB/NCLOB のキャラクタ・セット・フォームを入手します。

OCILobCharSetId() CLOB/NCLOB のキャラクタ・セット IDを入手します。

OCILobClose() オープンされた LOBまたは BFILEをクローズします。

OCILobCopy() 内部 LOBのみ この関数は、内部 LOBの一部を別の内部 LOBにコピーします。LOB
のコピー元およびコピー先は、すでに存在している必要があります。
データが宛先の開始位置にすでに存在する場合、ソース・データで上
書きされます。宛先の開始位置が現在の設定値の終了地点を越える場
合は、宛先の設定値の終了地点から新たにソースから書込まれるデー
タの開始地点までの LOBに、0（ゼロ）バイト充てん文字（BLOB）
か空白（CLOB/NCLOB）が配置されます。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。コピー先 LOBを最大長（4GB）を
超えて拡張すると、エラーになります。LOBのコピー操作は、同じ
型の LOBで実行されなければなりません。たとえば、ある CLOBは
別の CLOBにコピーでき、ある BLOBは別の BLOBにコピーできま
すが、CLOBは BLOBにコピーできず、その反対もできません。

OCILobCreateTemporary() テンポラリ LOBを作ります。

OCILobDisableBuffering() 内部 LOBのみ 指定の内部ロケータについて、LOBのバッファリングを使用禁止に
します。

OCILobEnableBuffering() 内部 LOBのみ 指定の内部ロケータについて、LOBのバッファリングを使用可能に
します。

OCILobErase() 内部 LOBのみ 指定されたオフセットから始まる指定された部分を内部 LOB値から
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
した文字数またはバイト数を消去する前に LOBデータの終了位置を
達すると、実際に消去した文字数またはバイト数と要求した文字数ま
たはバイト数は異なる値になります。LOBが NULLの場合、この
ルーチンは、0（ゼロ）文字 /バイトを消去したことを表示します。 
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OCILobFileClose(),
OCILobFileCloseAll()

以前にオープンした FILEまたは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。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。

OCILobFileExists() FILEがサーバー上に存在しているかテストします。

OCILobFileGetName() FILEの名前とディレクトリ別名を入手します。

OCILobFileIsOpen() FILEが入力ロケータでオープンされているかどうかをテストします。

OCILobFileOpen() FILEをオープンします。FILEは、読込み専用アクセス用にオープン
できます。この関数を内部 LOBに対してコールするとエラーになり
ます。

OCILobFileSetName() FILEの名前とディレクトリ別名を設定します。

OCILobFlushBuffer() 内部 LOBのみ LOBのバッファをフラッシュします。

OCILobFreeTemporary() テンポラリ LOBの値を解放します。

OCILobGetChunkSize() 利用可能な LOBのチャンク・サイズを入手します。

OCILobGetLength() この関数は、LOBまたは 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。空の内部 LOBの長さは 0
（ゼロ）です。クライアント側文字セットが可変幅かどうかには関係
なく、出力の長さは、CLOBおよび NCLOBの場合は文字数で、
BLOBおよび BFILE の場合はバイト数です。

OCILobIsEqual() 2つの LOB/FILEロケータが等しいかテストします。2つのロケータ
が等しいのは、両方のロケータが同じ LOB/FILE値を参照している
場合だけです。

OCILobIsOpen() LOBがオープンされているかどうかテストします。

OCILobIsTemporary() テンポラリ LOBであるかどうかテストします。

OCILobLoadFromFile() FILEからのデータを持つ LOBのすべてまたは一部を移行します。

OCILobLocatorAssign() LOB/FILEロケータを別の LOB/FILEロケータに割り当てます。

OCILobLocatorIsInit() LOB/FILEロケータが初期化されているかテストします。

OCILobOpen() LOBまたは BFILEをオープンします。

表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 (続き続き続き続き )

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途
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LOBの読込みの読込みの読込みの読込み /書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数

OCILobGetChunkSize() の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
ユーザーは、OCILobGetChunkSize()コールを利用して、LOBの読込みおよび書込み操作のパ
フォーマンスを向上できます。OCILobGetChunkSize()は、利用可能なチャンク・サイズを
BLOBに対してはバイト数で、CLOBおよびNCLOBに対しては文字数で返します。サイズ
が利用可能なチャンク・サイズの倍数で、チャンクの境界から開始するデータを使って読込
みまたは書込みが行われると、パフォーマンスが向上します。LOBを含む表の作成時に、
ユーザーは、LOB列に対してチャンク・サイズを指定できます。

OCILobGetChunkSize()のコールにより、LOBの利用可能なチャンク・サイズが返されるの
で、アプリケーションは、同じチャンク上で実行される複数の LOB書込みコールを発行す
るかわりに、チャンク全体が書き込まれるまで、一連の書込み操作をバッチ処理できます。

OCILobRead() この関数は、LOBまたは FILE値の一部をバッファへ読み込みます。
NULL の LOBまたは FILEから読み取るとエラーになります。クラ
イアント側文字セットが可変幅の場合は、CLOB および NCLOBの入
力量は文字数、出力量はバイト数です。入力量は、サーバー側
CLOB/NCLOB から読み込む文字数を指します。出力量は、バッ
ファ bufpに読み込まれるバイト数を示します。ポーリング・モード
を使っている場合は、バッファ全体が埋められていない可能性がある
ので、各 OCILobRead()コールの後に amtpパラメータの値を見て、
バッファに読み込まれたバイト数を調べます。コールバックを使って
いる場合は、コールバックに入力される lenパラメータが、バッファ
に読み込まれたバイト数を示します。バッファ全体がデータで埋めら
れていない可能性があるので、コールバック処理中に len パラメータ
をチェックしてください。

OCILobTrim() 内部 LOBのみ この関数は、LOBの値を指定された長さに短く切り詰めて、LOBを
切り捨てます。 

OCILobWrite() 内部 LOBのみ この関数は、バッファのデータを内部 LOBに書き込みます。データ
がすでに LOBの中に存在する場合は、バッファに記憶されていた
データによって上書きされます。クライアント側文字セットが可変幅
の場合は、CLOBおよび NCLOBの入力量はバイト数、出力量は文字
数です。入力量は、LOBに書き込まれるデータのバイト数を指しま
す。出力量は、サーバー側 CLOB/NCLOB に書き込まれる文字数を
指します。

OCILobWriteAppend()  LOBの末尾からデータを書き込みます。

表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 (続き続き続き続き )

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途
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LOBの末尾までを読み込むには、4GBを使って OCILobRead()をコールします。4GBを使っ
た OCILobRead()は LOBの末尾に到達するまで読込みを行うので、最初に OCILobGetLength()
をコールすることによる往復を避けることができます。

注意注意注意注意 : 可変幅の文字を格納する LOBに対しては、OCILobGetChunkSize()は、LOBチャ
ンクに相当する Unicode （UCS-2）文字の数を返します。

OCILobWriteAppend() の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
OCIでは、LOBの末尾へのデータの書込みをより効率的にするためのショートカットが提
供されています。OCILobWriteAppend()を使うと、アプリケーションは、最初に
OCILobGetLength()をコールして OCILobWrite()の開始点を決定しなくても、データを LOB
の末尾に追加できます。OCILobWriteAppend()で、両方のステップが行われます。

LOBバッファリング関数バッファリング関数バッファリング関数バッファリング関数
Oracle OCIでは、内部 LOB値の小さな読込みと書込みのために、次のように、LOBのバッ
ファリングを制御するコールを提供します。

■ OCILobEnableBuffering()

■ OCILobDisableBuffering()

■ OCILobFlushBuffer()

これらの関数により、アプリケーションで内部 LOB（BLOB、CLOB、NCLOB）を使用し
て、クライアント側のバッファで LOBの小さな読込みと書込みをバッファできるので、パ
フォーマンスが改善されます。これにより、ネットワーク往復の回数と LOBのバージョン
を削減でき、小さな読込みと書込みについては、LOBのパフォーマンスが改善されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBのバッファリングの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 
ラージ・オブジェクト』の LOBについての章を参照してください。

LOBバッファリングの使用を示したサンプル・コードについては、Oracleインスト
レーションに付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

LOBのオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数
OCIでは、LOBを明示的にオープン（OCILobOpen()）およびクローズ（OCILobClose()）す
るための関数と、特定の LOBがすでにオープンされているかをテストするための関数
（OCILobIsOpen()）が提供されています。これらの関数を使うと、アプリケーションは、一
連の LOB操作の開始および終了をマークして、LOBがクローズされたときに索引の更新な
どの特定の処理が実行されるようにすることができます。

注意注意注意注意 : オープン状態の概念は、ロケータではなく LOBに関連しています。ロケータに
は、ロケータが参照する LOBがオープンされているかどうかの情報は格納されません。
オープンされている同じ LOBを、複数のロケータが指すことが可能です。
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アプリケーションで、LOB操作を OCILobOpen() コールと OCILobClose()コールのセットで
囲んでいない場合は、LOBが変更されるたびに LOBが暗黙的にオープンおよびクローズさ
れ、それによって LOBの変更に関連付けられているトリガーが起動します。

注意注意注意注意 : LOB操作がオープン・コールとクローズ・コールで囲まれていない場合は、LOB
の変更時に、LOBの拡張可能な索引がすべて更新されます。このため、索引は常に有効
で、任意のタイミングで使うことができます。OCILobOpen()コールと OCILobClose()
コールで囲まれている LOBが変更された場合は、個々の LOBの変更に対してトリガー
は起動されません。トリガーは OCILobClose()コールの後にだけ起動されるので、索引
はクローズ・コールの後まで更新されません。このため、索引はオープン・コールから
クローズ・コールまでの間は有効ではありません。OCILobIsOpen()は、内部および外部
LOB（BFILE）と共に使うことができます。

制限制限制限制限
LOBのオープンおよびクローズのメカニズムには、次の制約があります。

1. アプリケーションでは、トランザクションをコミットする前に、以前にオープンしたす
べての LOBをクローズしなければなりません。これを行わないと、エラーが発生しま
す。トランザクションがロールバックされた場合は、変更と共に、オープンしているす
べての LOBが破棄され（LOBはクローズされません）、関連付けられているトリガーは
起動しません。

2. 内部 LOBのオープン数に制限はありませんが、FILEのオープン数には制限があります。
『Oracle8iリファレンス・マニュアル』の SESSION_MAX_OPEN_FILESパラメータを
参照してください。すでにオープンされているロケータを別のロケータに割り当てるこ
とは、新しい LOBのオープンとしてはカウントされません。

3. 同じトランザクション内で、別のロケータまたは同じロケータを使って同じ LOBを 2
度オープンまたはクローズすると、エラーになります。

4. オープンされていない LOBをクローズすると、エラーになります。

注意注意注意注意 : オープンされている LOBの値をクローズする必要があるトランザクションの定義
は、次のいずれかです。

■ トランザクションを開始する DML文（SELECT...FOR UPDATEなど）と COMMIT
の間 

■ 自立型トランザクション・ブロック内

トランザクションがない場合にオープンされた LOBは、セッションの終了前にクロー
ズする必要があります。セッションの終了時にオープンされている LOBがある場合は、
オープン状態は破棄され、拡張可能な索引のトリガーは起動されません。
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LOB のオープンのオープンのオープンのオープン /クローズの例クローズの例クローズの例クローズの例
OCILobOpen()コールおよび OCILobCLose()コールの使用例については、付録 Bの「OCIデ
モ・プログラム」のオンライン・デモンストレーション・プログラムのリストを参照してく
ださい。

LOB関数のサーバー往復関数のサーバー往復関数のサーバー往復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数を示す表は、付録 Cの「OCI関数のサー
バー・ラウンドトリップ」を参照してください。

LOB読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック
OCI LOBの読込みと書込み関数により、書込みデータを提供したり読込みデータを処理す
るのに使用できるコールバック関数を定義します。これによって、クライアント・アプリ
ケーションでは、データでオプション処理を実行できます。この使用例としては、データを
書き込むための圧縮アルゴリズムと、読み込むための圧縮解凍アルゴリズムを実現するコー
ルバックの使用があげられます。 

注意注意注意注意 : LOB読込み書込みストリーム転送コールバックは、大量の LOBデータの読込み
書込み用の高速な方法を提供します。

次の項では、コールバックの使用方法を詳しく説明します。

ストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェース
使用しているアプリケーションで、ユーザー定義の読込みおよび書込み用コールバック関数
を使って、データを LOBへ挿入したり LOBから取り出したりできます。データを LOBへ
ストリーム転送したり、LOBからデータを取り出すためのポーリング方法にかわる方法を提
供します。ユーザー定義のコールバックには、以下に説明する特定のプロトタイプがありま
す。これらの関数はユーザーがインプリメントし、OCILobRead() コールおよび 
OCILobWrite() コールを通じて OCIに登録します。コールバック関数は、必要に応じて OCI
でコールします。 
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図図図図 7-1  ユーザー定義コールバックユーザー定義コールバックユーザー定義コールバックユーザー定義コールバック

コールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用して LOBを読込むを読込むを読込むを読込む
ユーザー定義の読込みコールバック関数は、OCILobRead()関数を通じて登録されます。コー
ルバック関数には次のプロトタイプが必要です。

<CallbackFunctionName> ( dvoid *ctxp, CONST dvoid *bufp, ub4 len, ub1 piece)

最初のパラメータ、ctxpはコールバックのコンテキストで、OCILobRead()関数コールで OCI
に渡されます。コールバック関数がコールされると、ctxpでユーザーが提供する情報はユー
ザーに戻されます。（OCIが INの途中でこの情報を使うことはありません。）bufp パラメー
タは、LOBデータが戻される格納場所へのポインタで、buflはこのバッファの長さを表しま
す。これで、ユーザーが提供するバッファに読み込まれたデータの量を伝えます。 

元の OCILobRead()コールでユーザーが提供したバッファの長さが、サーバーから戻される
データをすべて格納するのに十分でない場合は、ユーザー定義コールバックがコールされま
す。この場合、pieceパラメータで、バッファに戻された情報が最初、後続、最後のどのピー
スであるかをユーザーに示します。

次に、読込みコールバック関数の実現に使われる一般的なコードの一部を示します。ここで
は loblを前もって選択された有効なロケータと想定します。svchpは有効なサービス・ハン
ドルで、errhpは有効なエラー・ハンドルです。

...
ub4   offset = 1;
ub4   loblen = 0;
ub1   bufp[MAXBUFLEN];
ub4   amtp = 0;
sword retval;
amtp = 4294967295;             /* 4 gigabytes minus 1 */
if (retval = OCILobRead(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
         (ub4) MAXBUFLEN, (dvoid *) bufp, cbk_read_lob,
        (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobRead() LOB.\n");
      report_error();
    }
...
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sb4 cbk_read_lob(ctxp, bufxp, len, piece)
dvoid *ctxp;
CONST dvoid *bufxp;
ub4 len;
ub1 piece;
{
static ub4 piece_count = 0;
piece_count++;
switch (piece)
{
  case OCI_LAST_PIECE:
    /* process buffer bufxp */
    --- buffer processing code goes here ---
    (void) printf("callback read the %d th piece\n\n", piece_count);
    piece_count = 0;
    break;
  case OCI_FIRST_PIECE:
  case OCI_NEXT_PIECE:
    /* process buffer bufxp */
    --- buffer processing code goes here ---
    (void) printf("callback read the %d th piece\n", piece_count);
    break;
  default:
    (void) printf("callback read error: unkown piece = %d.\n", piece);
  return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_CONTINUE;
}

上記の例では、すべての LOBデータをユーザーが読み込むまで、ユーザー定義関数、cbk_
read_lobが繰り返しコールされます。

ポーリングおよびコールバックを使った OCILobRead()の使用例については、付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」のオンライン・デモンストレーション・プログラムのリストを参
照してください。

コールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用して LOBを書込むを書込むを書込むを書込む
読込みコールバックと同様に、ユーザー定義コールバック関数が OCILobWrite()関数を通じ
て登録されます。コールバック関数には次のプロトタイプが必要です。

 <CallbackFunctionName> ( dvoid *ctxp, dvoid *bufp, ub4 *lenp, ub1 *piecep)

最初のパラメータ、ctxpはコールバックのコンテキストで、OCILobWrite()ファンクション・
コールで OCIに渡されます。コールバック関数がコールされると、ctxpでユーザーが提供す
る情報はユーザーに戻されます。（OCIが INの途中でこの情報を使うことはありません。）
bufp パラメータは、挿入する LOBデータが含まれる格納領域へのポインタで、buflはこの
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格納領域の長さを表します。ユーザーは、コールでこのポインタを OCILobWrite()に提供し
ます。コールで提供するデータを OCILobWrite()に挿入後も、書込むその他のデータが存在
する場合は、ユーザー定義コールバックがコールされます。コールバックで、ユーザーは
bufpで示す格納領域の挿入データを提供し、またその長さを buflに指定します。ユーザーは
また piecepパラメータを使って、後続のピース（OCI_NEXT_PIECE）か最後のピース
（OCI_LAST_PIECE）かを示します。アプリケーションで提供する格納領域ポインタに対す
る全責任はユーザーにあるため、割当てられた格納領域のサイズ以上書込まないように注意
してください。 

次に、書込みコールバック関数の実現に使われる一般的なコードの一部を示します。

ここでは loblを更新用にロックされた有効なロケータと想定します。svchpは有効なサービ
ス・ハンドルで、errhpは有効なエラー・ハンドルです。

...  
ub4   offset = 1;
ub1   bufp[MAXBUFLEN];
ub4   amtp = MAXBUFLEN * 20;
ub4   nbytes = MAXBUFLEN;
/* Fill bufp with some data */
-- code to fill bufp with data goes here. nbytes should reflect the size and should 
be less than or equal to MAXBUFLEN -- 
if (retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid*) 
        bufp,(ub4)nbytes, OCI_FIRST_PIECE, (dvoid *)0, cbk_write_lob, 
        (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
  {
    (void) printf("ERROR: OCILobWrite().\n");
    report_error();
    return;
  }
 ...
sb4 cbk_write_lob(ctxp, bufxp, lenp, piecep)
dvoid *ctxp;
dvoid *bufxp;
ub4 *lenp;
ub1 *piecep;
{
  /* Fill bufxp with  data */
  -- code to fill bufxp with data goes here. *lenp should reflect the size 
  and should be less than or equal to MAXBUFLEN -- 
  if (this is the last data buffer)
    *piecep = OCI_LAST_PIECE;
  else
    *piecep = OCI_NEXT_PIECE;;
  return OCI_CONTINUE;
}
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上記の例では、アプリケーションで最後のピースを提供中であることを、piecepパラメータ
を使って示すまでは、ユーザー定義関数 cbk_write_lobが繰り返しコールされます。

ポーリングおよびコールバックを使った OCILobWrite()の使用例については、付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」のオンライン・デモンストレーション・プログラムのリストを参
照してください。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBのサポートのサポートのサポートのサポート
OCIでは、テンポラリ LOBの作成および解放のための関数 OCILobCreateTemporary()および
OCILobFreeTemporary()と、特定の LOBがテンポラリ LOBであるかどうかを問い合せる関数
OCILobIsTemporary()が提供されています。

テンポラリ LOBは、データベース内に永続的に格納されることはありませんが、LOBデー
タの操作の目的で、ローカル変数のように動作します。標準（永続）LOB上で動作する
OCI関数は、テンポラリ LOB上でも使うことができます。

標準 LOBと同様に、すべての関数はテンポラリ LOBのロケータ上で動作し、実際の LOB
データにはロケータを介してアクセスされます。

テンポラリ LOBロケータは、次の型の SQL文への引数として使うことができます。

■ UPDATE - テンポラリ LOBロケータは、NULL状態のテスト時にWHERE句内の値とし
て使うか、または関数へのパラメータとして使うことができます。テンポラリ LOBロ
ケータは、SET句内で使うこともできます。

■ DELETE - テンポラリ LOBロケータは、NULL状態のテスト時にWHERE句内で使う
か、または関数へのパラメータとして使うことができます。

■ SELECT - テンポラリ LOBは、SELECT...INTO文内の変数として使うことができます。
たとえば、永続 LOBロケータを、データベースからクライアント側のテンポラリ LOB
ロケータに SELECTできます。ロケータはクライアント側にありますが、テンポラリ
LOBは、実際にはサーバー側に作られることに注意してください。

注意注意注意注意 : ユーザーが永続ロケータを一時ロケータに選択した場合は、一時ロケータは永続
ロケータによって上書きされます。この場合、テンポラリ LOBは暗黙的には解放され
ません。ユーザーは SELECT...INTOの前にテンポラリ LOBを明示的に解放する必要が
あります。明示的に解放しなければ、テンポラリ LOBは継続時間の終了時まで解放さ
れません。ユーザーが同じ LOBを指す別の一時ロケータを持っている場合以外は、元
のロケータが SELECT...INTOによって上書きされるため、ユーザーはそのテンポラリ
LOBを指すロケータを持たないことになります。
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テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの作成および解放の作成および解放の作成および解放の作成および解放
ユーザーは、OCILobCreateTemporary()関数を使ってテンポラリ LOBを作ります。この関数
に渡されるパラメータには、LOBの継続時間を示す値が含まれています。デフォルトの継続
時間は、現行のセッションの長さです。継続時間の終了時に、すべてのテンポラリ LOBが
削除されます。ユーザーは、OCILobFreeTemporary()関数でテンポラリ LOBを明示的に解放
することによって、テンポラリ LOBの領域を再生できます。テンポラリ LOBは、作成され
たときは空の状態です。

テンポラリ LOBを作るときに、ユーザーは、そのテンポラリ LOBがサーバーのバッファ・
キャッシュに読み込まれるかどうかも指定できます。

テンポラリ LOBを永続的にするには、アプリケーションで OCILobCopy()を使って、データ
をテンポラリ LOBから永続 LOBにコピーできます。また、アプリケーションでは、テンポ
ラリ LOBを INSERT文の VALUES句で使ったり、テンポラリ LOBを UPDATE文内の割り
当てのソースとして使ったり、あるいはテンポラリ LOBを永続 LOB属性に割り当てて、オ
ブジェクトをフラッシュすることができます。

テンポラリ LOBは、標準 LOBの変更に使う関数と同じ関数を使って変更することができま
す。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの継続時間の継続時間の継続時間の継続時間
OCIでは、いくつかのテンポラリ LOB用の事前定義済み継続時間、およびアプリケーショ
ンでアプリケーション固有の継続時間を定義するために使用できる関数のセットが用意され
ています。事前定義済みの継続時間は次のとおりです。

1. コール（OCI_DURATION_CALL）、サーバー側のみ

2. セッション（OCI_DURATION_SESSION）

セッション継続時間は、セッションまたは接続が終了した時点で終わりです。コール継続時
間は、現行の OCIコールの終了した時点で終わりです。

オブジェクト・モードで実行している場合、ユーザーはアプリケーション固有の継続時間も
定義できます。アプリケーション固有の継続時間は、ユーザー期間とも呼ばれ、
OCIDurationBegin()関数を使用して継続開始時間を指定し、OCIDurationEnd()関数を使用し
て継続終了時間を指定することで定義されます。

注意注意注意注意 : ユーザー定義の継続時間は、アプリケーションがオブジェクト・モードで初期化
されている場合にだけ利用できます。

アプリケーション固有の継続時間にはそれぞれ、OCIDurationBegin()で戻される継続時間識
別子があり、継続時間の OCIDurationEnd()がコールされるまで一意であることが保証され
ます。アプリケーション固有の継続時間は、セッションの継続時間と同じにできますが、そ
れ以上長くはできません。
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継続時間の終了時には、その継続時間に関連付けられたすべてのテンポラリ LOBが解放さ
れます。テンポラリ LOBに関連付けられた記述子は、OCIDescriptorFree()コールを使って明
示的に解放する必要があります。

ユーザー定義の継続時間ではネストが可能です。つまりある継続時間を別のユーザー継続時
間の子の継続時間として定義できます。親の継続時間が子の継続時間を持ち、その子の継続
時間がそれぞれ順に子の継続時間を持つことが可能です。

注意注意注意注意 : 継続時間が OCIDurationBegin()で開始されると、パラメータの 1つは親の継続時
間の識別子となります。親の継続時間が終了すると、子の継続時間もすべて終了しま
す。詳細は、15-110ページの OCIDurationBegin()を参照してください。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの例の例の例の例
次のコードは、テンポラリ LOBの使用例を示しています。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

/* Function Prototype */
static void checkerr (/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);
sb4 select_and_createtemp (OCILobLocator *lob_loc, 
                           OCIError      *errhp, 
                           OCISvcCtx     *svchp,
                           OCIStmt       *stmthp,
                           OCIEnv        *envhp); 

/* This function reads in a single video Frame from the Multimedia_tab table.  Then 
it creates a temporary lob. The temporary LOB which is created is read through the 
CACHE, and is automatically cleaned up at the end of the user's session, if it is 
not explicitly freed sooner. This function returns OCI_SUCCESS if it completes 
successfully or OCI_ERROR if it fails. */

sb4 select_and_createtemp (OCILobLocator *lob_loc, 
                           OCIError      *errhp, 
                           OCISvcCtx     *svchp,
                           OCIStmt       *stmthp,
                           OCIEnv        *envhp) 
{
  OCIDefine     *defnp1;
  OCIBind       *bndhp;
  text          *sqlstmt;
  int rowind =1;
  ub4 loblen = 0;
  OCILobLocator *tblob;
  printf ("in select_and_createtemp \n");
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    if(OCIDescriptorAlloc((dvoid*)envhp, (dvoid **)&tblob,
                                     (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t)0,
                                     (dvoid**)0))
  {
    printf("failed in OCIDescriptor Alloc in select_and_createtemp \n");
    return OCI_ERROR;
 }
  /* arbitrarily select where Clip_ID =1 */
  sqlstmt = (text *)"SELECT Frame FROM Multimedia_tab WHERE Clip_ID = 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;
  }
  /* Define for BLOB */
  if (OCIDefineByPos(stmthp, 
                       &defnp1, 
                       errhp, 
                       (ub4) 1,
                       (dvoid *) &lob_loc,
                       (sb4)0, 
                       (ub2) SQLT_BLOB,
                       (dvoid *) 0, 
                       (ub2 *) 0, 
                       (ub2 *) 0, 
                       (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: Select locator: 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;
  }
  if(OCILobCreateTemporary(svchp,
                             errhp, 
                             tblob,
                             (ub2)0, 
                             SQLCS_IMPLICIT, 
                             OCI_TEMP_BLOB, 
                             OCI_ATTR_NOCACHE, 
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                             OCI_DURATION_SESSION))
  {
 (void) printf("FAILED: CreateTemporary() \n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobGetLength(svchp, errhp, lob_loc, &loblen) != OCI_SUCCESS)
  {
    printf("OCILobGetLength FAILED\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobCopy(svchp, errhp, tblob,lob_loc,(ub4)loblen, (ub4) 1,
                 (ub4) 1))
  {
    printf( "OCILobCopy FAILED \n");
  }   
  if(OCILobFreeTemporary(svchp,errhp,tblob))
  {
    printf ("FAILED: OCILobFreeTemporary call \n");
    return OCI_ERROR;
  }
     return OCI_SUCCESS;
}
int main(char *argv, int argc)
{
  /* OCI Handles */

  OCIEnv        *envhp;
  OCIServer     *srvhp;
  OCISvcCtx     *svchp;
  OCIError      *errhp;
  OCISession    *authp;
  OCIStmt       *stmthp;
  OCILobLocator *clob, *blob;
  OCILobLocator *lob_loc;
  int type =1;
  /* Initialize and Logon */
  (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);
  /* server contexts */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, OCI_HTYPE_SERVER,
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                         (size_t) 0, (dvoid **) 0);
   /* service context */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX,
                         (size_t) 0, (dvoid **) 0);
    /* attach to Oracle */
  (void) OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"", strlen(""), 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 *) "scott", (ub4)5,
                    (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                    (dvoid *) "tiger", (ub4) 5,
                    (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  /* Begin a User Session */
  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);
  /* ------- Done loggin in ----------------------------------*/
   /* allocate a statement handle */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
                                  OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0));
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **) &lob_loc, 
                                     (ub4) OCI_DTYPE_LOB, 
                                     (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
  /* Subroutine calls begin here */
  printf("calling select_and_createtemp\n"); 
  select_and_createtemp (lob_loc, errhp, svchp,stmthp,envhp);
  
  return 0;
}
void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  sb4 errcode = 0;
  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
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    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;
  }
}
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この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ トランザクション

■ パスワードおよびセッションの管理

■ スレッド・セーフティ
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概要概要概要概要
第 2章の「OCIプログラミングの基本」では、単純なトランザクションの処理方法や
OCISessionBegin()コールを OCIの初期化の一部として使う方法など、OCIプログラミング
の基本的な概念について説明しました。この章は、その応用として高度な概念を紹介するこ
とを目的としています。この章では、次の項目について説明します。

■ グローバル・トランザクション、および OCIコールを通して可能な操作を含めた、異な
るレベルのトランザクションの複雑性

■ OCISessionBegin()と共に利用できる追加オプションを使ったパスワードおよびセッショ
ンの管理

■ OCIによるスレッド・セーフティおよびマルチスレッド・アプリケーション開発のサ
ポート

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション
Oracle8iコール・インタフェースでは、ローカル・トランザクションとグローバル・トラン
ザクションの両方での操作をサポートする、一連の APIコールが提供されています。これら
のコールにはオブジェクトのサポートが含まれているので、OCI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、コミット・コールおよびロールバック・コールで
は、オブジェクト・キャッシュとトランザクションの状態が同期します。

トランザクション操作を実行する関数は下記のとおりです。それぞれのコールには、適切な
サーバー・コンテキストおよびユーザー・セッション・ハンドルで初期化されるべきサービ
ス・コンテキスト・ハンドルが必要です。トランザクション・ハンドルは、サービス・コン
テキストの 3番目の要素で、トランザクションに関する特定の情報を格納します。SQL文が
準備されると、トランザクション・ハンドルは、特定のサービス・コンテキストと関連付け
られます。その文が実行されると、その結果（問合せ、フェッチ、挿入）は、サービス・コ
ンテキストと現在関連しているトランザクションの一部になります。

■ OCITransStart() - トランザクションの開始をマークします。

■ OCITransDetach() - トランザクションを切り離します。

■ OCITransCommit() - トランザクションをコミットします。

■ OCITransRollback() - トランザクションをロールバックします。

■ OCITransPrepare() - 分散処理環境でトランザクションをコミットする準備をします。

■ OCITransForget() - 発見的に完了したグローバル・トランザクションの記憶をサーバーか
ら消します。

これらのコールをすべて使用するか、そのうちのいくつかだけを使用するかは、そのアプリ
ケーションでのトランザクションの複雑性のレベルによって異なります。次の項では、詳細
に説明します。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのコールに関する特定の情報は、第 15章の「OCIリレーショナル関
数」の関数の説明を参照してください。

トランザクションの複雑性のレベルトランザクションの複雑性のレベルトランザクションの複雑性のレベルトランザクションの複雑性のレベル
OCIでは、複数のレベルのトランザクションの複雑性をサポートします。それぞれのレベル
については、次の項以降で説明します。

■ 単純なローカル・トランザクション

■ 直列可能または読込み専用のローカル・トランザクション

■ グローバル・トランザクション

単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション
アプリケーションの多くは、単純なローカル・トランザクションだけを必要とします。これ
らのアプリケーションでは、そのアプリケーションの中でデータベースを変更すると、暗黙
的トランザクションが作成されます。アプリケーションなどで必要とされるトランザクショ
ン特有のコールには、次のようなコールがあります。

■ OCITransCommit() - トランザクションをコミットします。

■ OCITransRollback() - トランザクションをロールバックします。

1つのトランザクションがコミットまたはロールバックするとすぐに、次のデータベース修
正によって、そのアプリケーションに対する新規の暗黙的トランザクションが作成されま
す。

1つのサービス・コンテキストでは、常に 1つの暗黙的トランザクションだけをアクティブ
にできます。暗黙のトランザクションの属性は、ユーザーには不明確です。

アプリケーションで複数のセッションを作成すると、それぞれの権限に対し、関連する暗黙
的トランザクションを 1つずつ保持することができます。

単純なローカル・トランザクションの使用方法を示すコード・サンプルは、15-203ページの
OCITransCommit()の例を参照してください。

直列可能または読込み専用のローカル・トランザクション直列可能または読込み専用のローカル・トランザクション直列可能または読込み専用のローカル・トランザクション直列可能または読込み専用のローカル・トランザクション
アプリケーションで直列可能または読込み専用トランザクションを必要とする場合は、単純
なローカル・トランザクションを操作するアプリケーションで必要とされる OCIコールの他
に、追加の OCIコールが必要です。直列可能または読込み専用トランザクションを初期化す
るには、トランザクションを開始する OCITransStart()をアプリケーションでコールして、
トランザクションを作成する必要があります。

OCITransStart()コールでは、flagsパラメータで、OCI_TRANS_SERIALIZABLEまたは
OCI_TRANS_READONLYのいずれか適切な値を指定します。フラグが指定されない場合、
デフォルト値は、標準の読取り書込みトランザクションの OCI_TRANS_READWRITEです。
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OCITransStart()コールで読込み専用オプションを指定すると、SET TRANSACTION READ 
ONLY文を実行するためのサーバー往復は必要ありません。

グローバル・トランザクショングローバル・トランザクショングローバル・トランザクショングローバル・トランザクション
グローバル・トランザクションは、より高度なトランザクション処理のアプリケーションで
だけ必要です。

注意注意注意注意 : 分散またはグローバル・トランザクション環境での操作を行う場合です。

この項では、最初にグローバル・トランザクションの背景について説明し、次に、グローバ
ル・トランザクションを処理するための OCIコールの使用に関する特定の情報について説明
します。

トランザクション識別子トランザクション識別子トランザクション識別子トランザクション識別子  トランザクション処理（TP）モニターなどの 3層アプリケーショ
ンでは、グローバル・トランザクションの作成および管理を行います。これらのアプリケー
ションは、グローバル・トランザクション識別子（XID）を提供します。これによって、
サーバーは、ローカル・トランザクションと関連付けられます。

グローバル・トランザクションには、1つ以上のブランチがあります。それぞれのブランチ
は、XIDによって識別されます。XIDは、グローバル・トランザクション識別子（gtrid）と
ブランチ識別子（bqual）で構成されています。この構造は、標準の XA仕様に基づくもの
です。

次の例は、XIDが 1234の構造です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランザクション識別子の詳細は、『Oracle8i分散システム 』を参照してく
ださい。

OCIトランザクション・コールで使用されるトランザクション識別子は、OCIAttrSet()を使
用して、トランザクション・ ハンドルの OCI_ATTR_XID属性に設定します。かわりに、
OCI_ATTR_TRANS_NAME属性で設定した名前でトランザクションを識別することもでき
ます。

トランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチ  Oracleでは、単一のグローバル・トランザクションで、一対
のブランチが緊密結合している場合と疎結合している場合の両方をサポートしています。

■ 緊密結合ブランチとは、同じローカル・トランザクションを共有する個々のブランチで
す。この場合は、gtridは、単一のローカル・トランザクションを指し、複数のブランチ

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 値値値値

gtrid 12

bqual 34

gtrid+bqual=XID 1234
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が同じトランザクションを指します。トランザクションの所有者は、最初に作成された
ブランチです。

■ 疎結合ブランチとは、異なるローカル・トランザクションを使用する個々のブランチで
す。この場合、gtridと bqualがともに一意のローカル・トランザクションにマッピング
されます。各ブランチは、異なるトランザクションを指します。

OCITransStart()の flagsパラメータによって、アプリケーションから、OCI_TRANS_TIGHT
または OCI_TRANS_LOOSEを渡して結合のタイプを指定できます。

Oracle8i OCIでは、セッションは OCISessionBegin()を使って作成されたユーザー・セッショ
ンに対応します。

次の図は、あるアプリケーションの緊密結合ブランチを説明しています。この図では、S1と
S2がセッション、B1と B2がブランチ、Tがトランザクションです。最初の例では、2つの
ブランチの XIDが同じトランザクションで操作されているので、同じ gtridを共有します。
ただし、これらは別々のブランチなので、異なる bqualを持ちます。

図図図図 8-1  複数の緊密結合ブランチ複数の緊密結合ブランチ複数の緊密結合ブランチ複数の緊密結合ブランチ

また、単一セッションで異なる複数のブランチを操作することも可能です。この場合、次の
図に示すように、異なるグローバル・トランザクションなので、XIDの gtridコンポーネン
トが異なります。

T

B1

S1

B2

S2
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図図図図 8-2  複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション

この場合のコード・サンプルは、15-210ページの OCITransStart()の例を参照してください。
同じトランザクションを共有する複数のブランチを単一セッションで操作することも可能で
す。しかし、これはあまり実用的ではありません。この場合のコード・サンプルは、15-210
ページの OCITransStart()の例を参照してください。

次の図は、疎結合ブランチの例です。

図図図図 8-3  疎結合ブランチ疎結合ブランチ疎結合ブランチ疎結合ブランチ

ブランチの状態ブランチの状態ブランチの状態ブランチの状態  トランザクション・ブランチは、アクティブ・ブランチおよび非アクティ
ブ・ブランチの 2つの状態に分類できます。

サーバー・プロセスがブランチに対する要求を実行しているとき、ブランチはアクティブ状
態です。サーバー・プロセスがブランチ内の要求を実行していないとき、ブランチは非アク

T1 T2

B1

S1

B2

T1 T2

B2B1

S2S1
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ティブ状態です。この場合は、ブランチの親セッションは 1つもなく、ブランチはサーバー
の PMONプロセスに所有されます。

ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開  OCIアプリケーションが OCITransDetach()コールを使用してブ
ランチを連結解除すると、ブランチは非アクティブ状態になります。flagsパラメータに
OCI_TRANS_RESUMEを設定した OCITransStart()のコールを使用してブランチを再開する
と、ブランチを再びアクティブにできます。

アプリケーションで OCITransDetach()をコールし、ブランチを連結解除する場合は、そのブ
ランチを作成した OCITransStart()コールの timeoutパラメータで指定した値を使用します。
timeoutパラメータで指定した秒数が経過すると、PMONの子として休止しているトランザ
クションは削除されます。

アプリケーションでブランチを再開するには、OCITransStart()をコールします。このとき、
トランザクション・ハンドルの属性としてブランチの XIDを、flagsパラメータに OCI_
TRANS_RESUMEを、また、timeoutパラメータには前回とは異なる値を指定します。この
コールの timeoutの値は、ブランチが他のプロセスで使用中のとき、そのブランチが使用可
能になるまでセッションが待つ時間の長さを指定します。ブランチにアクセスしているプロ
セスがない場合は、すぐに再開されます。

注意注意注意注意 : トランザクションは、そのトランザクションを連結解除したプロセス以外のプロ
セスからでも再開できます。ただし、トランザクションを再開できるのは、そのトラン
ザクションを連結解除したプロセスと同じ権限を持つプロセスに限ります。

クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定  サーバー・ハンドルには、関連する OCI_ATTR_
EXTERNAL_NAME属性、および OCI_ATTR_INTERNAL_NAME属性があります。これら
の属性により、グローバル・トランザクションを実行するとき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。

警告警告警告警告 : OCIアプリケーションでは、グローバル・トランザクションにログインして使用
する前に、OCIAttrSet()を使用して、これらの属性を設定する必要があります。

1 フェーズ・コミットとフェーズ・コミットとフェーズ・コミットとフェーズ・コミットと 2フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット  グローバル・トランザクションは、1フェー
ズまたは 2フェーズでコミットされます。最も単純な状態は、単一のトランザクションが単
一のデータベースに対して操作されている場合です。この場合、アプリケーションで
OCITransCommit()をコールすることによって、そのトランザクションの 1フェーズ・コ
ミットを実行できます。OCITransCommit()コールのデフォルト値は、1フェーズ・コミッ
トです。

アプリケーションが、複数のデータベースまたは複数の Oracle Serverに対して処理を行っ
ている場合は、より複雑な状態になります。この場合は、2フェーズ・コミットが必要です。
2フェーズ・コミットは、次のステップで構成されています。

1. 準備準備準備準備 - アプリケーションは、各トランザクションに対し、準備コール OCITransPrepare()
を発行します。トランザクションでは、現在の作業をコミットできるか（OCI_
SUCCESS）、できないか（OCI_ERROR）を示す値を戻します。
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2. コミットコミットコミットコミット - 各準備コールが OCI_SUCCESSの値を戻した場合は、アプリケーションか
ら、各トランザクションにコミット・コール OCITransCommit()を発行できます。適切
な処理を行うためには、このコミット・コールの flagsパラメータに OCI_TRANS_
TWOPHASEを明示的に設定する必要があります。このコールのデフォルトは、1
フェーズ・コミットです。

注意注意注意注意 : トランザクションが読込み専用であるため、コミットが不適切かつ不必要である
ことを示す必要がある場合、準備コールは OCI_SUCCESS_WITH_INFOを戻します。

追加のコール OCITransForget()は、偶発的に完了したトランザクションの情報をデータベー
スで消す必要があることを示します。このコールは、問題が起きて 2フェーズ・コミットを
異常終了しなければならない場合に使用します。サーバーで OCITransForget() コールを受け
取ると、トランザクションに関する情報はすべて記憶から消去されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2フェーズ・コミットの詳細は、『Oracle8i分散システム 』を参照してくださ
い。

トランザクションの例トランザクションの例トランザクションの例トランザクションの例
この項では、トランザクション OCIコールの使用方法の例を示します。次の表は、一連の
OCIコールおよびその他の処理を、その処理結果とあわせて示したものです。簡潔な表にす
るため、これらのコールのパラメータをすべてリストするのではなく、コールの流れを中心
に解説します。

OCI の処理の処理の処理の処理列は、OCIアプリケーションの活動やコールの内容を示します。XID列には、
必要に応じて、トランザクション識別子がリストされます。フラグフラグフラグフラグ列は、flagsパラメータに
渡された値を示します。結果結果結果結果列は、コールの結果を説明します。

更新成功更新成功更新成功更新成功 1フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット
ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW 新規の読込み /書込みトランザクション
を開始する

2 SQL UPDATE 列を更新する

3 OCITransCommit コミットが成功する
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トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、2フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット

読込み専用トランザクションの更新失敗読込み専用トランザクションの更新失敗読込み専用トランザクションの更新失敗読込み専用トランザクションの更新失敗

読込み専用トランザクションの開始および選択、コミット読込み専用トランザクションの開始および選択、コミット読込み専用トランザクションの開始および選択、コミット読込み専用トランザクションの開始および選択、コミット

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW 新規の読込み専用トランザクションを開
始する

2 SQL UPDATE 列を更新する

3 OCITransDetach トランザクションを切り離す

4 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_RESUME トランザクションを再開する

5 SQL UPDATE

6 OCITransPrepare トランザクションで 2フェーズ・コミッ
トを準備する

7 OCITransCommit OCI_TRANS_TWOPHASE トランザクションをコミットする

注意注意注意注意 : 上の表のステップ 4では、トランザクションは、同じ権限を持つ別のプロセスからでも再開できます。

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW |

OCI_TRANS_READONLY

新規の読込み専用トランザクションを開
始する

2 SQL UPDATE トランザクションが読込み専用なので、
更新は失敗する

3 OCITransCommit コミットによる影響なし

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW |

OCI_TRANS_READONLY

新規の読込み専用トランザクションを開
始する

2 SQL SELECT データベースに問合せをする

3 OCITransCommit 影響なし － トランザクションは読込み
専用なので、何も変更なし
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関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ
グローバル・トランザクション・ブランチおよび移行可能オープン接続の使用には、関
連する 2つの初期化パラメータがあります。

■ TRANSACTIONS - このパラメータでは、システム全体のグローバル・トランザクショ
ン・ブランチの最大数を指定します。一方、MAX_TRANSACTION_BRANCHESは、1
つのグローバル・トランザクションのブランチ数を指定します。

■ OPEN_LINKS_PER_INSTANCE - このパラメータは、移行可能オープン接続の最大数を
指定します。移行可能オープン接続は、トランザクションをコミットした後に接続を
キャッシュできるように、グローバル・トランザクションで使用します。これが、
OPEN_LINKSパラメータとは異なる点です。OPEN_LINKパラメータで指定するのは、
1セクションからの接続数です。（OPEN_LINKパラメータは、グローバル・トランザク
ションには適用できません。）

パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理
OCIリリース 8からは、OCIアプリケーションで複数のユーザーの認証とメンテナンスがで
きるようになりました。新しい OCIコールでは、アプリケーションでユーザーのパスワード
を更新できます。このコールが特に役立つのは、認証の処理でパスワード期限満了のメッ
セージが戻された場合です。

認証管理認証管理認証管理認証管理
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。Oracle8iでは、サーバー・ハンドルに要求を
行う前にどのサーバー・ハンドルに対しても OCISessionBegin()をコールする必要がありま
す。また、OCISessionBegin()は、OCISessionBegin()コールで使われるサービス・コンテキス
ト内で、サーバー・ハンドルによって指定された Oracleサーバーへのアクセスのための
ユーザー認証だけを行います。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、サーバー・ハンドルによって指定された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、移行可能モード（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、移行
不可能なユーザー・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、移行可能なユーザー・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、移行不可能な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、
OCISessionBegin()で使われたサーバー・ハンドルと同じサーバー・ハンドルでしか使用でき
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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。

移行可能セッションを別のサーバー・ハンドルに切り替えることができるのは、セッション
の所有者 IDが、現在その同じサーバーに接続されている移行不可能なセッションのユー
ザー IDと一致する場合だけです。

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。

移行可能セッションは、環境ハンドルによって表された特定の環境内のサーバー・ハンドル
に切替えまたは移行できます。また、移行可能セッションは、同じプロセスまたは別のモー
ドの別のプロセス内にある、別の環境のサーバー・ハンドルに移行またはクローニングする
こともできます。この移行またはクローニングを実行するには、以下を行う必要がありま
す。

1. OCI_ATTR_MIGSESSIONを使ってセッション・ハンドルからセッション IDを抽出し
ます。これは、バイトの配列です。値は、コール側で変更してはいけません。A-12
ページの OCI_ATTR_MIGSESSIONを参照してください。

2.  このセッション IDを何らかの方法で他のプロセスに移送します。

3. 新しい環境内でセッション・ハンドルを作成し、OCI_ATTR_MIGSESSIONを使って
セッション IDを設定します。

4. OCISessionBegin()を実行します。結果のセッション・ハンドルは、完全に認証された
セッション・ハンドルです。

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。こうすると、OCI_
CRED_RDBMSを指定して OCISessionBegin()がコールされます。

注意注意注意注意 : ユーザー・セッション・ハンドルが OCISessionEnd()によって終了した場合、
ユーザー名とパスワード属性は変更されないため、OCISessionBegin()への以降のコール
で再使用できます。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。
資格証明タイプは OCI_CRED_EXTです。これは Oracle7の CONNECT構文に相当します。
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。
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パスワード管理パスワード管理パスワード管理パスワード管理
OCIでは OCIPasswordChange()コールを提供しており、OCIアプリケーションで、必要に応
じてユーザーのデータベース・パスワードを変更できます。これは、OCISessionBegin()への
コールで、ユーザーのパスワードが期限切れであることを示すエラー・メッセージまたは警
告が戻された場合に特に有効です。

以下は、ユーザーのパスワードを変更するための OCIコールです。 

OCIPasswordChange(service_handle, error_handle, user_name, user_name_len,
     old_password, old_password_len, new_password, new_password_len, mode);

OCISessionBegin()と同様に、OCIPasswordChange()は、サーバーが連結されて、サーバー・
ハンドルおよびユーザー・セッション・ハンドルと共にサービス・ハンドルが設定された後
にコールできます。ユーザー・セッションに対する OCIPasswordChange()の影響は、その
セッションがコールより前に確立されたかどうかによって異なります。

■ ユーザー・セッションが作成される前に OCIPasswordChange()がコールされた場合は、
古いパスワードを使ってセッションが作成されます。パスワードが変更された後、クラ
イアントがセッションをアクティブなままにすることを要求しなかった場合（modeパ
ラメータが OCI_AUTHに設定されていない）、セッションはコールの終わりに終了しま
す。つまり、OCIPasswordChange()は、ユーザー・セッションの確立とパスワードの変
更の両方に使うことができます。 

■ OCIPasswordChange()がユーザー・セッションが確立された後にコールされた場合は、
モードの設定に関係なくコールの後もセッションはアクティブなままになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : このコールとパラメータについての詳細は、15-223ページの
OCIPasswordChange()の説明を参照してください。

セッション管理セッション管理セッション管理セッション管理
ユーザー・セッションをいくつかのサーバー接続に渡って多重化することによりアクティ
ブ・ユーザーのロード・バランシングを実行するアプリケーション（トランザクション・
サーバーなど）では、これらの接続をサーバー・グループにグループ化する必要がありま
す。Oracleはサーバー・グループを使ってこれらの接続を識別し、セッションを効率的で安
全に管理できます。 

サーバー・グループ名を指定するには、サーバー・コンテキストに対して属性 OCI_ATTR_
SERVER_GROUPを定義する必要があります。たとえば、次のとおりです。

OCIAttrSet ((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) group_name, 
            (ub4) strlen ((CONST char *)  group_name, 
            (ub4) OCI_ATTR_SERVER_GROUP, errhp);

サーバー・グループ名は、最大 30文字までの英数字列です。サーバー・コンテキストを
使って最初の移行不可能なセッションを作成する前に、そのコンテキスト内で OCI_ATTR_
SERVER_GROUP属性を設定する必要があります。セッションの作成が成功し、サーバーへ
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の接続が確立した後は、サーバー・グループ名は変更できません。A-11ページの OCI_
ATTR_SERVER_GROUPを参照してください。

あるサーバー・グループ内のサーバー上で作成されたすべての移行可能セッションは、同じ
サーバー・グループ内の他のサーバーにだけ移行が可能です。終了したサーバーは、サー
バー・グループから削除されます。既存のサーバー・グループ内には、いつでも新しいサー
バーを作成できます。

サーバー・グループの指定は省略可能です。サーバー・グループが指定されない場合、サー
バーは DEFAULTというサーバー・グループ内に作成されます。

DEFAULT以外のサーバー・グループ内の最初のサーバーに作成された最初の移行不可能な
セッションの所有者には、そのサーバー・グループの所有権が確立されます。このサー
バー・グループ内のすべてのサーバーについて、以降に作成されるすべての移行不可能な
セッションは、そのサーバー・グループの所有者と同じユーザーによって作成される必要が
あります。

サーバー・グループ機能は、専用サーバーを使う場合に便利です。この機能は、MTSサー
バーには効果がありません。MTSの場合は、すべての共有サーバーはサーバー・グループ
DEFAULTに効果的に属します。 

スレッド・セーフティスレッド・セーフティスレッド・セーフティスレッド・セーフティ
Oracleデータベース・サーバーおよび OCIライブラリのスレッド・セーフティ機能により、
開発者は、OCIをマルチスレッド環境で使用できます。スレッド・セーフティ機能を使用す
ると、1つのスレッドから他のスレッドへの副次作用なしに、OCIのコードを、OCIコール
を実行するユーザー・プログラムの複数のスレッドから再入可能にできます。

注意注意注意注意 : スレッド・セーフティは、どのプラットフォームでも利用できるとは限りません。
詳細は、使用しているシステム固有の Oracleマニュアルで確認してください。

次の項以降では、OCIを使用してマルチスレッド・アプリケーションを開発する方法につい
て説明します。

OCIスレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点
Oracleコール・インタフェースにスレッド・セーフティを組み込むことは、次の利点があり
ます。

■ 複数のスレッドで OCIコールを実行した場合も、単一のスレッドで連続するコールを実
行したのと同じ結果になります。

■ 複数のスレッドで OCIコールを実行した場合、スレッド間で副次作用がありません。

■ マルチスレッド・プログラムを作成しない場合でも、スレッド・セーフの OCIコールを
使用してもパフォーマンスが低下しません。
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■ 複数のスレッドを使用すると、プログラムのパフォーマンスが向上します。パフォーマ
ンスが向上するのは、スレッドが別々のプロセッサで並行稼動するマルチプロセッサ・
システム、および低速操作と高速操作の間でオーバーラップが発生するシングル・プロ
セッサ・システムの場合です。

スレッド・セーフティとスレッド・セーフティとスレッド・セーフティとスレッド・セーフティと 3層アーキテクチャ層アーキテクチャ層アーキテクチャ層アーキテクチャ
クライアント /サーバー・アプリケーションでは、クライアントをマルチスレッド・プログ
ラムにできます。クライアント /サーバー以外のマルチスレッド・アプリケーションの典型
は、3層（クライアント /エージェント /サーバーとも呼ぶ）アーキテクチャのアプリケー
ションです。このアーキテクチャでは、クライアントが関係するのは表示サービスだけで
す。エージェント（すなわちアプリケーション・サーバー）は、クライアント・アプリケー
ションのアプリケーション・ロジックを処理します。一般的には、この関係は多対 1の関係
で、複数のクライアントが同一のアプリケーション・サーバーを共有します。

この場合のサーバー層は、Oracleデータベースです。このアプリケーション・サーバー
（エージェント）は、それぞれのスレッドがクライアント・アプリケーションに対してサー
ビスを提供することから、マルチスレッド・アプリケーション・サーバーとして最適です。
Oracle環境では、このアプリケーション・サーバーは OCIプログラムまたはプリコンパイ
ラ・プログラムです。

マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念
スレッドは大きなプロセス内に存在する軽量のプロセスです。複数のスレッドで同一コード
および同一データ・セグメントを共有しますが、プログラム・カウンタおよびマシン・レジ
スタ、スタックは、スレッドごとにあります。グローバル変数および静的変数は、すべての
スレッドに共通です。そのため、1つのアプリケーション内で、複数のスレッドによるこれ
らの変数へのアクセスを管理する相互排他メカニズムが必要です。

スレッドは、一度作成されると他のスレッドとは非同期的に動作します。このため、順序を
気にしないで共通のデータ要素にアクセスし、OCIコールを実行できます。このようにデー
タ要素に共有アクセスを行うので、複数のスレッドによってアクセスされるデータの整合性
を維持するメカニズムが必要です。

データ・アクセスを管理するメカニズムでは、mutexes（相互排他ロック）のフォームを使用
します。これにより、アプリケーションで共有リソースにアクセスする複数のスレッド間
で、競合が発生しません。Oracle OCIリリース 8では、相互排他ロックは、それぞれの環境
ハンドルに基づくものとみなされます。

スレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメント
Oracle OCIリリース 8でスレッド・セーフティを利用するには、まずアプリケーションをス
レッド・セーフなプラットフォーム上で実行する必要があります。次に、アプリケーション
はマルチスレッド・モードで実行されていることを、OCI_THREADEDを指定することで
OCIレイヤーに知らせる必要があります。OCI_THREADEDは、OCIInitialize()のオープ
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ン・コールの modeパラメータで、OCIInitialize()は、アプリケーションで必ず最初にコール
されるべき OCI関数です。

注意注意注意注意 : スレッド・セーフでないプラットフォームで実行するアプリケーションの場合は、
OCI_THREADEDの値を OCIInitialize()に渡さないでください。

単一スレッド・アプリケーションの場合、プラットフォームがスレッド・セーフであるかど
うかに関わらず、そのアプリケーションは、OCIInitialize()に OCI_DEFAULTを渡す必要が
あります。単一スレッド・アプリケーションを OCI_THREADEDモードで実行すると、パ
フォーマンスが低下する可能性があります。

マルチスレッド・アプリケーションがスレッド・セーフなプラットフォーム上で動作してい
る場合は、アプリケーションにかわって OCIライブラリが、環境ハンドル単位で相互排他
ロックを管理します。必要な場合は、アプリケーションでこの機能を上書きし、独自の相互
排他ロックのスキームを採用することもできます。これは、OCI_NO_MUTEXの値を
OCIEnvInit()コールに指定すると実行されます。

想定されるのは、次の 3つのシナリオです。これらのシナリオは、環境ハンドルごとに存在
する接続の数および接続ごとに作成されるスレッドの数によって変わります。

1. アプリケーションに複数の環境ハンドルがあっても、それぞれの環境ハンドルにつきス
レッドが 1つ（環境ハンドル 1つにつき 1つのセッションが存在）しかない。相互排他
ロックする必要はありません。

2. OCI_THREADEDモードで実行しているアプリケーションに複数の環境ハンドルがあ
り、それぞれの環境ハンドルに複数のスレッドを作成する接続が 1つある場合、次の方
法の中から選択できます。

■ OCIEnvInit()でモードの値として OCI_NO_MUTEXを渡します。この場合は、アプ
リケーション側で、同一環境ハンドルで独自に実行する OCIコールを相互排他ロッ
クする必要があります。この方法には、アプリケーションの設計に基づいて相互排
他ロックのスキームを最適化できるという 利点があります。この方法では、1つの
環境ハンドル接続で必ず一度に 1つの OCIコールを処理するようにプログラミング
する必要があります。

■ OCIEnvInit()に OCI_DEFAULTの値を渡します。この場合は、OCIライブラリが、
環境ハンドルの各 OCIコールに対して自動的に相互排他ロックを獲得します。

3. OCI_THREADEDモードで実行しているアプリケーションに 1つ以上の環境ハンドルが
あり、それぞれの環境ハンドルに複数の接続がある場合は、次の方法の中から選択でき
ます。

■ OCIEnvInit()でモードの値として OCI_NO_MUTEXを渡します。この場合は、アプ
リケーション側で、同一環境ハンドルで実行する OCIコールを相互排他ロックする
必要があります。この方法には、アプリケーションの設計に基づいて相互排他ロッ
クのスキームを最適化できるという利点があります。この方法では、1つの環境ハ
ンドル接続で必ず一度に 1つの OCIコールを処理するようにプログラミングする必
要があります。
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■ OCIEnvInit()に OCI_DEFAULTの値を渡します。この場合は、OCIライブラリが、
環境ハンドルの各 OCIコールに対して自動的に相互排他ロックを獲得します。

ただし、この場合、注意する必要があるのは、アプリケーションが同一環境ハンドルで
2つのコールを実行し、サーバー上で実行している 1つのコールが相互排他ロックされ
ている場合です。相互排他ロックされたコールの実行時間が長いと、アプリケーション
のパフォーマンスが低下し、サーバー接続が専有されます。

リリースリリースリリースリリース 7.xおよびリリースおよびリリースおよびリリースおよびリリース 8.0のののの OCIコールの混合コールの混合コールの混合コールの混合
アプリケーションで 8.0と 7.xの OCIコールが混在し、またアプリケーションが、適切な
8.0のコールを使用してスレッド・セーフとして初期化されている場合、スレッド・セーフ
ティを達成するために opinit()をコールする必要はありません。アプリケーションでは、後
続の 7.xファンクション・コールで 7.xの動作を得ることができます。
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9
OCIプログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用

この章では、次の高度なプログラミング・トピックについて説明します。

■ 概要

■ OCIThreadパッケージ

■ ユーザー定義コールバック関数

■ アプリケーション・フェイルオーバー・コールバック

■ OCIおよびアドバンスト・キューイング

■ パブリッシュ－サブスクライブの通知

■ ダイレクト・パス・ロード
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概要概要概要概要
第 2章の「OCIプログラミングの基本」 では、OCIプログラミングの基本概念を説明してい
ます。この章では、より高度な概念を紹介することを目的としています。この章では、次の
項目について説明します。

OCIThread パッケージパッケージパッケージパッケージ  OCIThreadについて説明します。OCIThreadでは、Oracleの
ユーザーが共通に使うスレッディング基本型、およびさまざまなプラットフォーム固有のス
レッディング機能に対する移植可能なインタフェースを提供します。

ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数  OCIユーザー・コールバック機能について説明します。

アプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバック  アプリケーション・フェイルオー
バー・コールバック関数の作成と使用方法について説明します。

OCIおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイング  Oracleのアドバンスト・キューイングに関連する
OCI関数について説明します。

パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知  イベントの通知の登録および受信方法について説明
します。

ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード  Oracleデータベース・サーバーのダイレクト・ブロック・
フォーマッタにアクセスして、外部ファイルから Oracle表またはパーティション表のパー
ティションにデータをロードする方法について説明します。

OCIThreadパッケージパッケージパッケージパッケージ
OCIThreadパッケージでは、Oracleのユーザーが共通に使うスレッディング基本型を提供
します。また、さまざまなプラットフォーム固有のスレッディング機能に対する移植可能な
インタフェースを提供します。固有のスレッディング機能を持たないプラットフォームに
は、スレッディングをインプリメントしません。

OCIThreadでは、移植可能なマルチスレッド機能のインプリメンテーションは提供しませ
ん。固有のマルチスレッド機能固有の移植可能なカバー・セット以外では機能しません。つ
まり、マルチスレッディング固有のサポートを提供していないプラットフォームでは、
OCIThreadの一部のインプリメンテーションしかサポートされません。このため、
OCIThreadのすべての機能を使った製品は、一部のプラットフォームには移植されません。
すべてのプラットフォームに移植しなければならない製品の場合は、OCIThreadの機能を
選択する必要があります。この問題は、このドキュメントの後の項で詳しく説明します。

OCIThread APIは、主に 3つの部分で構成されます。ここでは、各部分について簡単に説
明します。それぞれの部分の詳細は、これ以降の項で説明します。重要な追加情報について
は、9-8ページの「OCIThreadパッケージの使用方法」を参照してください。
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注意注意注意注意 : 構文、パラメータ・リスト、その他のコメントなど、OCIThread関数の詳細は、
第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

■ 初期化および終了

これらの関数コールでは、OCIThreadの初期化と終了を行います。OCIThreadの初期
化処理により、OCI環境またはユーザー・セッション・ハンドルのメンバーである
OCIThreadコンテキストが初期化されます。このコンテキストは、他の OCIThread
コールに必要です。

■ パッシブ・スレッディング基本型

パッシブなスレッディング基本型には、相互排他（mutex）ロック、スレッド IDおよ
びスレッド固有のデータ・キーを操作する基本型が含まれます。

これらの基本型がパッシブパッシブパッシブパッシブと呼ばれる理由は、仕様上はマルチスレッドを使用できます
が、これらの基本型ではマルチスレッドを必要としないからです。つまり、これらの基
本型は、シングルスレッド環境とマルチスレッド環境の両方の仕様に応じてインプリメ
ントすることができます。

このため、これらの基本型だけを使う OCIThreadクライアントでは、マルチスレッド
を使用しなくても正常に機能します。つまり、コードを分岐せずにシングルスレッド環
境を稼動することができます。

■ アクティブ・スレッディング基本型

アクティブなスレッディング基本型には、スレッドの作成、終了およびその他の操作を
行う基本型が含まれます。

これらの基本型がアクティブと呼ばれる理由は、マルチスレッド環境以外では使うこと
ができないためです。これらの基本型の仕様では、マルチスレッドが使用可能であるこ
とが明示的に要求されます。マルチスレッド環境であるかどうかを実行時に決定する必
要がある場合は、OCIThreadのアクティブ基本型をコールする前に、
OCIThreadIsMulti()をコールします。

初期化および終了初期化および終了初期化および終了初期化および終了
この項で説明する型および関数は、OCIThreadパッケージの初期化および終了に関係して
います。OCIThreadの機能を使う場合は、あらかじめ適切に初期化する必要があります。
OCIThreadのプロセス初期化関数である OCIThreadProcessInit()は、次の点に注意してコー
ルする必要があります。

初期化関数と終了関数の外見上の動作は、OCIThreadをシングルスレッド環境またはマル
チスレッド環境のいずれで使った場合も同じになります。初期化関数は、汎用コードまたは
オペレーティング・システム固有の（OSD）コードからコールできます。
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OCIThread コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト
OCIThread関数をコールするときは、多くの場合、OCI環境またはユーザー・セッショ
ン・ハンドルをパラメータとして指定します。OCIThreadコンテキストは、OCI環境また
はユーザー・セッション・ハンドルの一部なので、OCIThreadInit()をコールして初期化する
必要があります。OCIThreadコンテキストの終了は、OCIThreadTerm()をコールして行いま
す。

注意注意注意注意 : OCIThreadコンテキストは、わかりにくいデータ構造になっています。コンテ
キストの内容を検査する必要はありません。

スレッドの初期化および終了をインプリメントするには、次の関数を使います。各関数の詳
細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

パッシブ・スレッディング基本型パッシブ・スレッディング基本型パッシブ・スレッディング基本型パッシブ・スレッディング基本型
パッシブ・スレッディング基本型は、相互排他ロック、スレッド ID、およびスレッド固有
のデータを扱います。これらの基本型の仕様ではマルチスレッドの存在が必要ないため、こ
れらはマルチスレッドとシングルスレッドの両方のプラットフォームで使うことができま
す。

OCIThreadMutex
型 OCIThreadMutexは、相互排他ロック（mutex）を指定するために使います。mutexは、
次のいずれかの目的で使います。

■ 特定のデータ・セットに、同時に複数のスレッドからアクセスされないようにするため

■ コードの特定の重要なセクションを、同時に複数のスレッドが実行しないようにするた
め

Mutexポインタは、クライアント構造またはスタンドアロン変数の一部として宣言できま
す。これらのポインタは、使う前に OCIThreadMutexInit()を使って初期化する必要がありま
す。必要がなくなったら、OCIThreadMutexDestroy()を使って破棄する必要があります。
mutexポインタは、破棄した後には使わないでください。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadProcessInit() OCIThreadプロセスの初期化を実行します。

OCIThreadInit() OCIThreadコンテキストを初期化します。

OCIThreadTerm() OCIThreadレイヤーを終了してコンテキストのメモリーを解放しま
す。

OCIThreadIsMulti() コール側にアプリケーションがマルチスレッド環境とシングルス
レッド環境のどちらで動作しているかを伝えます。
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OCIThreadMutexAcquire()を使って、スレッドから mutexを取得できます。この場合、同時
に複数のスレッドによって特定の mutexが保持されることはありません。mutexを保持し
ているスレッドは、OCIThreadMutexRelease()をコールすると解放できます。

OCIThreadKey
型 OCIThreadKeyは、スレッド固有の値を持ったプロセス全体の変数とみなすことができ
ます。つまり、プロセス内のすべてのスレッドで任意の特定のキーを使うことができます。
ただし、各スレッドでは、他のスレッドから独立してそのキーの検査または修正を行うこと
ができます。スレッドがキーを検査したときに検出する値は、そのスレッドがそのキーに対
して最後に設定した値と常に同じです。他のスレッドによって設定されたキーの値は検出さ
れません。

キーによって保持される値の型は、dvoid *汎用ポインタです。

キーは、OCIThreadKeyInit()を使って作成できます。キーが作成されると、すべてのスレッ
ドに対して NULLに初期化されます。

スレッドからは、OCIThreadKeySet()を使ってキーの値を設定できます。また、
OCIThreadKeyGet()を使ってキーの値を取得できます。

OCIThreadキー関数によって、スレッド固有のデータの保存および取出しを行うことがで
きます。クライアントでスレッド・プールを管理し、スレッドごとに異なるタスクを割り当
てる場合は、OCIThreadキー関数を使ってタスクに関連付けられたデータを保存するのが
適切でない場合があります。失敗する場合のシナリオを次に示します。スレッドが割り当て
られて、タスクの初期化が実行されます。初期化中に、タスクでは OCIThreadキー関数を
使って、関連するデータをスレッドに格納します。初期化後、そのスレッドはスレッド・
プールに戻されます。次に、スレッド・プール・マネージャでは、そのタスクで一定の操作
を実行するために、別のスレッドを割り当てます。また、そのタスクでは初期化時に格納し
たデータを取り出す必要があります。このタスクは別のスレッド内で実行しているので、そ
のデータを取り出せません。スレッド・プールを使うアプリケーションでは、OCIThread
キー関数を使う場合、この問題を考慮し、注意する必要があります。

OCIThreadKeyDestFunc
OCIThreadKeyDestFuncは、キーのデストラクタ・ルーチンへのポインタの型です。キー
の作成時に、キーをデストラクタ・ルーチンに関連付けることができます
（OCIThreadKeyInit()を参照）。

キーのデストラクタ・ルーチンは、キーの値が NULLでないスレッドが終了するときに常に
コールされます。

デストラクタ・ルーチンの戻り値はなく、パラメータを 1つ指定します。パラメータは、ス
レッドの終了時にキーに対して設定された値です。

デストラクタ・ルーチンは、スレッドの終了後およびプロセスの終了前に、そのスレッドの
値に対して常にコールされます。デストラクタ・ルーチンがコールされる正確なタイミング
は、不明です。このため、プロセス内のコードでは、デストラクタ・ルーチンの実行後の状
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態を想定していません。特に、デストラクタは、終了したスレッドが戻るときの結合コール
前に実行されるとは限りません。

OCIThreadId
OCIThreadIdは、スレッドの識別に使う型です。どのような場合にも、複数のスレッドの
OCIThreadIdが同じになることはありません。ただし、OCIThreadIdの値はリサイクルが
できます。つまり、スレッドが終了した後で、終了したスレッドの OCIThreadIdと同じ ID
が付いたスレッドが作成されます。特に、スレッド IDによって、プロセス内のスレッド T
を一意に識別できなければなりません。Tがプロセスのすべてのスレッド Uと常に同時に実
行されるプロセスの場合は、すべてのスレッド U内でスレッド IDが有効で一貫していなけ
ればなりません。スレッド Tのスレッド IDは、スレッド T内で取出し可能でなければなり
ません。IDの取出しは、OCIThreadIdGet()によって行います。

OCIThreadId型は、NULLスレッド IDの概念をサポートしています。NULLスレッド ID
は、実際のスレッドの IDと同じになることはありません。

パッシブ・スレッディング関数パッシブ・スレッディング関数パッシブ・スレッディング関数パッシブ・スレッディング関数
次の関数は、mutex、スレッド・キーおよびスレッド IDの操作に使います。各関数の詳細
は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadMutexInit() mutexの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadMutexDestroy() mutexの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadMutexAcquire() コール先スレッドに対して、mutexを取得します。

OCIThreadMutexRelease() mutexを解放します。

OCIThreadKeyInit() キーの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadKeyDestroy() キーの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadKeyGet() コール側スレッドの現在のキー値を取得します。

OCIThreadKeySet() コール側スレッドのキー値を設定します。

OCIThreadIdInit() スレッド IDの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadIdDestroy() スレッド IDの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadIdSet() スレッド IDの設定を変更します。

OCIThreadIdSetNull() スレッド IDを NULLにします。

OCIThreadIdGet() コール側スレッドのスレッド IDを取り出します。

OCIThreadIdSame() 2つのスレッド IDが同じスレッドを表すかどうかを調べま
す。
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アクティブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型
アクティブ・スレッディング基本型では、実際のスレッドの操作を行います。これらの基本
型の仕様では、多くの場合、マルチスレッドの使用が要求されます。このため、
OCIThreadが有効な場合にだけ正しく動作します。OCIThreadが無効な場合は、常にエ
ラーが返されます。ただし、OCIThreadHandleGet()は例外で、シングルスレッド環境でコー
ルできますが、この場合は効果がありません。

アクティブ基本型は、マルチスレッド環境で実行されているコード以外からはコールしない
ようにしてください。OCIThreadIsMulti()をコールして、環境がマルチスレッドかシングル
スレッドかを調べることができます。

OCIThreadHandle
アクティブ基本型 OCIThreadJoin()および OCIThreadClose()を操作するには、型
OCIThreadHandleを使います。OCIThreadCreate()によってオープンされたスレッド・ハン
ドルは、対応する OCIThreadClose()コールでクローズする必要があります。
OCIThreadClose()のコール後は、スレッド・ハンドルは無効になります。

OCIThreadを使うときのスレッド IDとスレッド・ハンドル間の区別は、Windows NT上
のスレッド IDとスレッド・ハンドル間の区別と似ています。多くのプラットフォーム上で
は、基礎となるシステム固有の型は同じです。

アクティブ・スレッディングの関数アクティブ・スレッディングの関数アクティブ・スレッディングの関数アクティブ・スレッディングの関数
次の関数は、アクティブ・スレッディングのインプリメントに使います。関数の詳細は、第
15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

OCIThreadIdNull() スレッド IDが NULLかどうかを調べます。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadHndInit() スレッド・ハンドルの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadHndDestroy() スレッド・ハンドルの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadCreate() 新しいスレッドを作成します。

OCIThreadJoin() コール側のスレッドを別のスレッドと結合します。

OCIThreadClose() スレッド・ハンドルをクローズします。

OCIThreadHandleGet() スレッド・ハンドルを取り出します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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OCIThreadパッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法
この項では、OCIThreadの使用方法に関連する、より重要な詳細項目をいくつか説明しま
す。

プロセスの初期化プロセスの初期化プロセスの初期化プロセスの初期化
OCIThreadでは、OCIThreadがマルチスレッド・アプリケーション内で使われているとき
にだけ、プロセス初期化関数（OCIThreadProcessInit()）のコールを必要とします。シングル
スレッド・アプリケーションで OCIThreadProcessInit()をコールしなくても、エラーになりま
せん。

OCIThread の初期化の初期化の初期化の初期化
OCIThreadInit()をコールするたびに、常に同じ OCIThreadコンテキストが返されます。

また、OCIThreadInit()への各コールには、最後に対応する OCIThreadTerm()へのコールを行
う必要があります。

アクティブ・スレッディング基本型とパッシブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型とパッシブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型とパッシブ・スレッディング基本型アクティブ・スレッディング基本型とパッシブ・スレッディング基本型
アクティブ基本型を使わずに書かれた OCIThreadクライアント・コードは、シングルス
レッドとマルチ・スレッドの両方のプラットフォームで、修正せずにコンパイルして使うこ
とができます。

アクティブ基本型を使って書かれた OCIThreadクライアント・コードは、マルチスレッ
ド・プラットフォームでだけ正しく動作します。同じアプリケーションをシングルスレッ
ド・プラットフォームで実行するように修正するには、コードを分岐する必要があります。
ソース・ファイルのアプリケーションを分岐するか、OCIThreadIsMulti()コールを使って実
行時に分岐します。

OCIThreadの使用例の使用例の使用例の使用例
次のサンプル・コードに、OCIThreadの使用方法を示します。すべてのデモンストレーショ
ン・プログラムのリストについては、付録 Bの「OCIデモ・プログラム」を参照してくださ
い。

static OCIEnv *envhp; 
static OCIError *errhp; 
void parent(argc, argv) 
sb4 argc; 
text **argv;
{
  OCIThreadId *tidArr[5];  
  OCIThreadHandle *tHndArr[5]; 
  ub4 i;  
  OCIThreadKey *key;  
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0,  
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,  
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
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                       (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); 
   OCIThreadProcessInit(); 
  OCIThreadInit(envhp, errhp); 
  OCIThreadKeyInit(envhp, errhp, &key, (OCIThreadKeyDestFunc) NULL); 
  for (i=0; i<5; i++)   
    {
      OCIThreadIdInit(envhp, errhp, &(tidArr[i])); 
      OCIThreadHndInit(envhp, errhp, &(tHndArr[i])); 
    } 
   for (i=0; i<5; i++) 
    OCIThreadCreate(envhp, errhp, child, (dvoid *)key,  
                            tidArr[i], tHndArr[i]); 
  for (i=0; i<5; i++) 
    { 
      OCIThreadJoin(envhp, errhp, tHndArr[i]);  
      OCIThreadClose(envhp, errhp, tHndArr[i]); 
    } 
  for (i=0; i<5; i++)   
    { 
       OCIThreadIdDestroy(envhp, errhp, &(tidArr[i])); 
       OCIThreadHndDestroy(envhp, errhp, &(tHndArr[i])); 
    } 
   OCIThreadKeyDestroy(envhp, errhp, &key); 
  OCIThreadTerm(envhp, errhp);  
} 
void child(arg) 
dvoid *arg; 
{ 
  OCIThreadKey *key = (OCIThreadKey *)arg; 
  OCIThreadId *tid; 
  dvoid *keyval; 
  OCIThreadIdInit(envhp, errhp, &tid); 
  OCIThreadIdGet(envhp, errhp, tid); 
   if (OCIThreadKeySet(envhp, errhp, key, (dvoid *)tid) != OCI_SUCCESS) 
     printf("Could not set value for key\n"); 
   if (OCIThreadKeyGet(envhp, errhp, key, &keyval) !=OCI_SUCCESS) 
     printf("Could not retrieve value for key\n"); 
   if (keyval != (dvoid *)tid) 
    printf("Incorrect value from key after setting it\n"); 
  /* we must destroy thread id */ 
  OCIThreadIdDestroy(envhp, errhp, &tid); 
}
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ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数
Oracleコール・インタフェースには、OCIコールの他にユーザー固有のコードを実行する機
能があります。この機能は、次の用途に使うことができます。

■ ユーザーがアプリケーションを調整できるように、トレースやパフォーマンスの測定の
ためのコードを追加します。

■ 特定の OCIコールに対して、前処理コードまたは後処理コードを実行します。 

■ Oracleデータベース固有の OCIインタフェースを使って、OCI付きの他のデータ・ソー
スにアクセスし、Oracle以外のデータ・ソースに対して OCIコールがユーザー・コー
ルバックを使うようにします。

OCIコールバック機能は、OCIコールの実行前後にユーザー・コードをコールできる機能を
サポートすることによって追加されました。OCIコードを実行するかわりに、ユーザー定義
コードを実行できる機能も提供されています。 

ユーザー・コールバック・コードは、アプリケーションのソース・コードを修正せずに、動
的に登録することもできます。動的な登録は、OCIEnvInit()コールまたは OCIEnvCreate()の
コール時に環境ハンドルを初期化した後に、DLLまたは共有ライブラリなどの、ユーザーが
作成したダイナミック・リンク・ライブラリをロードすることによってインプリメントされ
ます。ユーザーが作成した DLLでは、選択した OCIコールに対するユーザー・コールバッ
クを、アプリケーションに対して透過的に登録します。

サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション
OCIユーザー・コールバック機能を示したすべてのデモンストレーション・プログラムのリ
ストについては、付録 Bの「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録
アプリケーションから、OCIUserCallbackRegister()関数を使ってユーザー・コールバックを
登録できます。コールバックは、環境ハンドルのコンテキスト内に登録されます。アプリ
ケーションでは、OCIUserCallbackGet()関数を使ってハンドルに登録されたコールバックに
ついての情報を取り出すことができます。これらの関数およびパラメータの詳細は、第 15
章の「OCIリレーショナル関数」の OCIUserCallbackGet()および OCIUserCallbackRegister()
の説明を参照してください。

ユーザー定義コールバックは、OCIコールおよび環境ハンドルに対して登録されたサブルー
チンです。ユーザー定義コールバックは、入口コールバックまたは出口コールバックに指定
できます。 

■ 入口コールバックの場合は、プログラムから OCI関数をコールするときにコールされま
す。

■ 出口コールバックの場合は、プログラムの OCI関数コールが終了する直前にコールされ
ます。
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入口コールバックから OCI_CONTINUEが返された場合は、プログラムの制御はそのコール
の通常の OCIコードに移ります。しかし、入口コールバックから OCI_SUCCESSまたは
OCI_ERROR などが返され、OCI_CONTINUEが返されなかった場合は、OCIコードは無視
されます。出口コールバックが登録されている場合は、制御は出口コールバックに渡されま
す。これは、入口コールバックによってそのコールの OCIコードが置き換えられたことにな
ります。 

ユーザー・コールバックでは、無効なハンドルまたは無効なコンテキストが渡された場合
に、OCI_INVALID_HANDLEを返すことがあります。

注意注意注意注意 : 出口コールバックが登録されていないときに、入口コールバックから OCI_
CONTINUE以外が返された場合、入口コールバックからのリターン・コードは、関連
付けられた OCIコールから返されます。同様に、出口コールバックから OCI_
CONTINUE以外が返された場合は、リターン・コードは OCIコールから返されます。

OCIUserCallbackRegister
ユーザー・コールバックは、OCIUserCallbackRegister()コールを使って登録します。この
コールの構文については、15-230ページの「OCIUserCallbackRegister()」を参照してくださ
い。現段階では、OCIUserCallbackRegister()は環境ハンドル上でしか登録できません。
typedef OCIUserCallbackのユーザー・コールバック関数は、OCI関数コード fcodeによって
識別される OCIコールのコンテキストとともに登録します。コールバックの型は、入口の場
合も出口の場合も whenパラメータによって指定します。

たとえば、stmtprep_entry_dyncbk_fn入口コールバック関数とそのコンテキスト dynamic_
contextは、次のパラメータを使って OCIUserCallbackRegister()関数をコールすることによ
り、OCIStmtPrepare()コールの環境ハンドル hndlpに対して登録されます。

OCIUserCallbackRegister(hndlp, OCI_HTYPE_ENV, err, 
                        stmtprep_entry_dyncbk_fn, 
                        dynamic_context, 
                        OCI_FNCODE_STMTPREPARE,
                        OCI_UCBTYPE_ENTRY);

ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数
ユーザー・コールバック関数は、次の構文に従う必要があります。

typedef sword (*OCIUserCallback)
(dvoid *ctxp,      /* context for the user callback*/
 dvoid *hndlp,     /* handle for the callback, env handle for now */
 ub4 type,         /* type of handlp, OCI_HTYPE_ENV for this release */
 ub4 fcode,        /* function code of the OCI call */
 ub1 when,         /* type of the callback, entry or exit */
 sword returnCode, /* OCI return code */
 ub4 *errnop,      /* Oracle error number */
 va_list arglist); /* parameters of the oci call */
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コールバックは、OCIUserCallbackRegister()コールで説明したパラメータの他に、リターン・
コード errnop、およびプロトタイプ定義で宣言された元の OCIのすべてのパラメータを使っ
てコールします。

入口コールバックでは、リターン・コードは常に OCI_SUCCESSとして渡され、*errnopは
常に 0として渡されます。errnopは IN/OUTパラメータなので、*errnopは errnopの内容を
指します。 

コールバックが OCIコードと置き換わらない場合は、コールバックから OCI_CONTINUE
が返されます。*errnopで返された値は無視されます。一方、コールバックから OCI_
CONTINUE以外のリターン・コードが返された場合は、OCIコードは無視され、返された
リターン・コードがそのコールのリターン・コードになります。このとき、返された *errnop
の値はエラー・ハンドル内に設定されます。OCIHandleAlloc()などの特定の OCIコールには
エラー・ハンドルがないので、エラー情報が環境ハンドルに返された場合は、環境ハンドル
内に設定されます。

出口コールバックでは、出口コールバックがコールされなかった場合に、OCIコールが返す
リターン・コードは returnCodeです。エラー・ハンドル内に返されるエラー番号の値は、
*errnopです。このため、出口コールバックでは、必要に応じてリターン・コードやエラー情
報を変えることができます。

OCIコールの元のパラメータは、すべて変数パラメータとしてコールバックに渡されます。
コールバックでは、それらを va_argを使って取り出す必要があります。コールバックのデモ
ンストレーション・プログラムには例が提供されています。デモのリストについては、付録
Bの「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

コールバックの登録を解除するために、NULL値を登録することができます。つまり、
OCIUserCallbackRegister()コールのコールバック（OCIUserCallback）の値が NULLの場合
は、ユーザー・コールバックの登録は解除されます。 

スレッドセーフ・モードを使っている場合は、OCIプログラムでは、ユーザー・コールバッ
クをコールする前にすべての mutexを取得します。
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UserCallback の制御の流れの制御の流れの制御の流れの制御の流れ
次の擬似コードに、標準的な OCIコールの処理の概要を示します。

OCIXyzCall()
{
 Acquire mutexes on handles;
 if (ENTRY callback registered)
  {
     errno = 0;
     retCode = (*entryCallback)(…, OCI_SUCCESS, &errno, ...);
     if (retCode != OCI_CONTINUE)
      {
         set errno in error handle or env handle;
         goto executeExitCallback;
       }
   }
   retCode = return code for XyzCall; /* normal processing of OCI call */

 executeExitCallback:
   if (EXIT callback registered)
   {
       errno = error number from error handle or env handle;
       exitRetCode = (*exitCallback)(…, retCode, &errno,...);
       if (exitRetCode != OCI_CONTINUE)
       {
           set errno in error handle or environment handle;
           retCode = exitRetCode;
        }
    }
    release mutexes;
    return retCode;
  }

OCIErrorGet に対するに対するに対するに対する UserCallback
OCIコード全体がコールバックに置き換わる場合は、コールバックでは通常、コール・コン
テキストに独自のエラー情報を保持し、この情報を使って、OCIErrorGet()コールの入力
コールバックの bufpおよび errnopパラメータにエラー情報を返します。

一方、コールバックが OCIコードの一部に置き換わるか、または何らかの後処理だけを行う
場合は、出口コールバックを使って、エラー・テキストや OCIErrorGet()の errnopパラメー
タを、独自のエラー・メッセージやエラー番号に修正することができます。出口コールバッ
クに渡される *errnopは、エラー・ハンドルまたは環境ハンドル内のエラー番号です。
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動的なコールバック登録動的なコールバック登録動的なコールバック登録動的なコールバック登録
ユーザー・コールバックは、OCI動作の監視または他のデータ・ソースへのアクセスを行う
ために使うことが多いので、コールバックの登録は、割込みが発生しないように透過的に行
われることが望まれます。これは、OCIの初期化時に、ユーザーが作成したダイナミック・
リンク・ライブラリ（DLL）をロードすることで可能になります。ユーザーが作成した DLL
は、選択した OCIコールのためのユーザー・コールバックを登録します。これらのコール
バックでは、実行時に制御を受け取ったときに、必要に応じてユーザー・コールバックの追
加登録または登録解除を行うことができます。

OCIデモンストレーション・プログラムとともに、ダイナミック・リンク・ライブラリ
（DLL）を作成するためのMakeファイル（ociucb.mk）が提供されています。このダイナ
ミック・リンク・ライブラリの名前と位置は、オペレーティング・システムによって異なり
ます。DLLのソース・コードでは、OCIEnvCallback()と呼ばれる特定のコールバック用の
コードを提供する必要があります。 

DLLのロードは、オペレーティング・システムの環境変数 ORA_OCI_UCBPKGの設定に
よって制御します。この変数によって、DLLに汎用的な方法で名前が付けられます。DLL
は、$ORACLE_HOME/libディレクトリに格納する必要があります。たとえば、
ociucb.mkにより、Solarisシステム上に ociucb.so.1.0を作成した場合、または NTシステ
ム上に ociudb.dllを作成した場合は、ORA_OCI_UCBPKGは ociucbに設定する必要がありま
す。

OCIEnvCallback()のプロトタイプは次のとおりです。

sword OCIEnvCallback(
 OCIEnv *env,         /* environment handle being created */
 ub4 mode,            /* mode passed to the OCIEnvCreate call */
 size_t xtramemsz,    /* extra memory size in the OCIEnvInit call*/
 dvoid *usrmemp );    /* extra memory allocated in OCIEnvInit */

OCIEnvCallback()関数本体で OCIUserCallbackRegister()および OCIUserCallbackGet()をコール
して、必要なすべてのユーザー・コールバックを登録できます。OCIEnvCallback関数内で
は、これ以外の関数のコールはできません。また、OCIEnvCallbackから OCI_CONTINUE
を返す必要があります。OCIEnvCallback内ではエラー・ハンドルを利用できないので、情
報を取り出すには、パラメータ ehndlpとして環境ハンドルが渡される必要があります。

オペレーティング・システムの環境変数 ORA_OCI_UCBPKGに DLLの名前を設定した場合
は、OCIEnvCallback()関数は、OCI内部で OCIEnvInit()または OCIEnvCreate()コールの最後
にコールされます。たとえば、次のように設定できます。

setenv ORA_OCI_UCBPKG ociucb

このオペレーティング・システムの環境変数の設定によって、この DLLがロードされるか
どうかが制御されます。さらに、アプリケーションから、モード値を OCI_ENV_NO_UCB
にして OCIEnvInit()をコールするか、またはモード値を OCI_NO_UCBにして
OCIEnvCreate()をコールすることによって、OCIEnvCallback()へのコールを無効にすること
もできます。OCIEnvInit()または OCIEnvCreate()がこのモードでコールされた場合は、
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ORA_OCI_UCBPKG環境変数が設定されている場合でも、OCIEnvCallback()はコールされま
せん。ただし、デフォルトでは、OCIEnvCallback()がロードされます。

ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖
ユーザー・コールバックは、アプリケーション自体に静的に登録することも、実行時に DLL
内に動的に登録することもできます。動的な登録の目的の動作を維持するには、以前に登録
されていたコールバックを上書きした後に、上書きしたコールバックを新しく登録したコー
ルバック内でコールするという、アプリケーションのメカニズムが必要です。この結果、
ユーザー・コールバックが連鎖することがあります。

連鎖した場合のために、OCIコールに登録されている関数およびコンテキストを確認するた
めの OCIUserCallbackGet()関数が提供されています。このコールの構文については、15-228
ページの「OCIUserCallbackGet()」を参照してください。

たとえば、OCIEnvCallback()が OCIStmtPrepare()コールに対して、stmtprep_entry_dyncbk_fn
という名前の動的なコールバックを登録します。アプリケーション自体に、そのコールに対
してコールバック関数 stmtprep_entry_statcbk_fnを登録します。そのアプリケーションから
OCIUserCallbackGet()関数をコールして、OCIStmtPrepare()に対して登録されているコール
バックを確認することができます。さらに、この動的なコールバック関数および動的なコン
テキストを静的なコンテキストに保存し、OCIStmtPrepare()の入口コールバックとして
stmtprep_entry_statcbk_fnを登録すれば、このコールバックを上書きできます。静的に登録し
たコールバックに制御が移ったときに、そのコードの前後に動的なコールバックをコールで
きます。

OCIを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセス
Oracleはアクセス頻度の高いデータベースなので、アプリケーションから Oracle以外の
データにアクセスする場合は、ユーザー・コールバックを使って OCIインタフェース経由で
アクセスします。このため、OCIに記述されたアプリケーションでは、パフォーマンスを低
下させずに Oracleデータにアクセスすることができます。Oracle以外のデータ・ソースに
アクセスするには、ユーザー・コールバック内に、Oracle以外のデータにアクセスするドラ
イバを記述します。OCIでは豊富なインタフェースを提供しているため、通常は、OCIコー
ルからほとんどのデータ・ソースに直接マッピングできます。 この方法は、ODBCなどの他
の中間層のアプリケーションを記述する方法より優れています。後者の場合、すべてのデー
タ・ソースのパフォーマンスが低下します。OCIを使った場合は、Oracleデータ・ソースに
対して通常にアクセスした場合はパフォーマンスが低下することはありません。Oracle以外
のデータ・ソースにアクセスした場合は、ODBC経由と同じパフォーマンスになります。

コールバック関数の制限コールバック関数の制限コールバック関数の制限コールバック関数の制限
OCIEnvCallbackを含むコールバック関数の使用方法には、いくつかの制約があります。

■ コールバックからは、OCIUserCallbackRegister()および OCIUserCallbackGet()以外の OCI
関数をコールできません。



ユーザー定義コールバック関数

9-16 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

■ コールバックでは、環境ハンドルまたはエラー・ハンドルなどの OCIデータ構造を変更
できません。

■ OCIUserCallbackRegister()コール自体または次のいずれかのコールに対して、コールバッ
クは登録できません。

■ OCIUserCallbackGet()

■ OCIEnvCreate()

■ OCIInitialize()

■ OCIEnvInit()

外部プロシージャからの外部プロシージャからの外部プロシージャからの外部プロシージャからの OCIコールバックコールバックコールバックコールバック
外部プロシージャからコールバックとして使うことができる OCI関数がいくつかあります。
これらの関数については、第 18章の「OCI外部プロシージャ関数」のリストを参照してく
ださい。PL/SQLコードからコールできる Cサブルーチンの作成、使用可能な OCIコール
のリスト、およびサンプル・コードについては、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 
基礎編』を参照してください。
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アプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバック
アプリケーション・フェイルオーバー・コールバックは、あるデータベースのインスタンス
で故障が発生し、別のインスタンスへフェイルオーバーする場合に使用できます。フェイル
オーバー中に遅延が発生する場合があるため、アプリケーションの開発者は、フェイルオー
バーが進行中であることをユーザーに知らせ、ユーザーに待機するように要求する必要があ
る場合があります。さらに、最初のインスタンスのセッションで、いくつかの ALTER 
SESSIONコマンドを受け取る可能性もあります。これらが、2番目のインスタンスで自動的
に再実行されることはありません。したがって、開発者は、これらの ALTER SESSIONコマ
ンドを 2番目のインスタンスでも再実行したいと考える可能性があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アプリケーション・フェイルオーバーの詳細は、『Oracle8i Parallel Server概
要および管理』を参照してください。

フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要
前述の問題を処理するために、アプリケーションの開発者は、フェイルオーバー・コール
バック関数を登録できます。フェイルオーバーが発生した場合、コールバック関数は、ユー
ザー・セッションを再確立する過程で数回呼び出されます。

コールバック関数が最初にコールされるのは、Oracleがインスタンスの接続中断を最初に検
出したときです。このコールバックは、アプリケーションがユーザーに対して遅延の発生を
通知することを目的にしています。フェイルオーバーが正常終了すると、コールバック関数
の 2番目のコールは、接続が再確立して使用可能になったときに発生します。このとき、ク
ライアントで ALTER SESSIONコマンドを再実行し、ユーザーにフェイルオーバーが発生し
たことを通知したい場合があります。フェイルオーバーが異常終了した場合、コールバック
は、フェイルオーバーが発生しなかったことをアプリケーションに通知するためにコールさ
れます。さらに、1次ハンドル以外のユーザー・ハンドルが新しい接続で再認証されるたび
に、コールバックがコールされます。各ユーザー・ハンドルはサーバー側セッションを表す
ので、クライアントでは、そのセッションのために ALTER SESSIONコマンドを再実行する
場合があります。

最初のフェイルオーバーが、成功しないことがあります。OCIでは、失敗した後にフェイル
オーバーを再試行するメカニズムを提供しています。このシナリオの詳細は、9-20ページの
「OCI_FO_ERRORの処理」を参照してください。

フェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータ
ユーザー定義のアプリケーション・フェイルオーバー・コールバック関数の基本的な構造は
次のとおりです。

sb4 appfocallback_fn ( dvoid      * svchp, 
                       dvoid      * envhp, 
                       dvoid      * fo_ctx, 
                       ub4        fo_type, 
                       ub4        fo_event );
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次のパラメータについては、9-19ページの「フェイルオーバー・コールバックの例」で例を
参照してください。

svchp
最初のパラメータの svchpは、サービス・コンテキスト・ハンドルです。このパラメータは
型 dvoid *です。

envhp
2番目のパラメータの envhpは、OCI環境ハンドルです。このパラメータは型 dvoid *です。 

fo_ctx
3番目のパラメータの fo_ctxは、クライアント・コンテキストです。このパラメータは、ク
ライアントが指定するメモリーを指すポインタです。この領域には、クライアントが必要な
状態またはコンテキストを保管できます。このパラメータは型 dvoid *です。

fo_type
4番目のパラメータの fo_typeは、フェイルオーバーの種類です。このパラメータにより、ク
ライアントが要求したフェイルオーバーの種類をコールバックが判断できます。通常の値は
次のとおりです。 

■ OCI_FO_SESSION。ユーザーがセッションのフェイルオーバーだけを要求したことを示
します。

■ OCI_FO_SELECT。ユーザーが選択フェイルオーバーも要求したことを示します。

fo_event
最後のパラメータは、フェイルオーバーのイベントです。このパラメータは、コールバック
がコールされた理由を示します。次の値をとることができます。

■ OCI_FO_BEGIN。フェイルオーバーが中断した接続を検出し、フェイルオーバーが開始
することを示します。

■ OCI_FO_END。フェイルオーバーが正常終了したことを示します。 

■ OCI_FO_ABORT。フェイルオーバーが失敗し、再試行できないことを示します。

■ OCI_FO_ERROR。同様にフェイルオーバーが失敗したことを示しますが、アプリケー
ションでエラーを処理してフェイルオーバーを再試行する機会が与えられます。このシ
ナリオの詳細は、9-20ページの「OCI_FO_ERRORの処理」を参照してください。

■ OCI_FO_REAUTH。ユーザー・ハンドルが再認証されたことを示します。どのユー
ザー・ハンドルかを調べるために、アプリケーションで、最初のパラメータであるサー
ビス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_SESSION属性をチェックする必要があり
ます。
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フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録
フェイルオーバー・コールバックを使用するには、それをサーバー・コンテキスト・ハンド
ルに登録する必要があります。この登録は、コールバック定義構造体を作成し、サーバー・
ハンドルの OCI_ATTR_FOCBK属性にこの構造体を設定することにより行います。 

コールバック定義構造体は、OCIFocbkStruct型でなければなりません。これにはフィール
ドが 2つあります。1つには callback_functionで、コールする関数のアドレスが含まれ、もう
1つには fo_ctx で、クライアント・コンテキストのアドレスが含まれます。 

コールバック登録の例は、次の項にある例の一部に含まれています。

フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例
次のコード例は、単純なユーザー定義コールバック関数の定義と登録を示しています。

パートパートパートパート 1、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義
sb4  callback_fn(svchp, envhp, fo_ctx, fo_type, fo_event )
dvoid * svchp;
dvoid * envhp;
dvoid *fo_ctx;
ub4 fo_type;
ub4 fo_event;
{
switch (fo_event) 
   {
   case OCI_FO_BEGIN:
   {
     printf(" Failing Over ... Please stand by \n");
     printf(" Failover type was found to be %s \n",
                     ((fo_type==OCI_FO_SESSION) ? "SESSION" 
                     :(fo_type==OCI_FO_SELECT) ? "SELECT"
                     : "UNKNOWN!")); 
     printf(" Failover Context is :%s\n", 
                    (fo_ctx?(char *)fo_ctx:"NULL POINTER!"));
     break;
   }
   case OCI_FO_ABORT:
   {
     printf(" Failover aborted. Failover will not take place.\n");
     break;
   }
   case    OCI_FO_END:
   {
       printf(" Failover ended ...resuming services\n");
     break;
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   }
   case OCI_FO_REAUTH:
   {
       printf(" Failed over user. Resuming services\n");
     break;
   }
   default:
   {
     printf("Bad Failover Event: %d.\n",  fo_event);
     break;
   }
   }
   return 0;
}

パートパートパートパート 2、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録
int register_callback(svrh, errh)
dvoid *svrh; /* the server handle */
OCIError *errh; /* the error handle */
{
  OCIFocbkStruct failover;                 /*  failover callback structure */
  /* allocate memory for context */
  if (!(failover.fo_ctx = (dvoid *)malloc(strlen("my context."))))
    return(1);
  /* initialize the context. */
  strcpy((char *)failover.context_function, "my context.");
  failover.callback_function = &callback_fn;
  /* do the registration */
  if (OCIAttrSet(srvh, (ub4) OCI_HTYPE_SRV,
                (dvoid *) &failover, (ub4) 0,
                (ub4) OCI_ATTR_FOCBK, errh)  != OCI_SUCCESS)
    return(2); 
  /* successful conclusion */
  return (0);
}

OCI_FO_ERRORの処理の処理の処理の処理
フェイルオーバーは、成功しないことがあります。失敗した場合は、コールバック関数に
は、fo_eventパラメータに OCI_FO_ABORTまたは OCI_FO_ERRORの値が返されます。
OCI_FO_ABORTの場合は、フェイルオーバーが失敗し、フェイルオーバーを続行できない
ことを示します。OCI_FO_ERROR の場合は、コールバック関数にエラーの対策を指示しま
す。たとえば、コールバックから、一定時間待機してから、OCIライブラリにフェイルオー
バーの再試行を指示することができます。
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注意注意注意注意 : この機能は、Oracle8iに対して実行されている Oracle8 Server 8.0.5以降の OCIラ
イブラリにリンクしているアプリケーションにだけ利用できます。

次の時系列でイベントが発生すると仮定します。

コールバック関数から OCI_FO_RETRYの値が返されると、新しいフェイルオーバーが動作
します。

次のコードは、上記のシナリオと類似したフェイルオーバー手法のインプリメントに使う
コールバック関数の例です。この場合、フェイルオーバー・コールバックはループ状態にな
ります。その間いったんスリープ状態になってから、再試行が成功するまでフェイルオー
バーを再試行します。

/*--------------------------------------------------------------------*/
/* the user defined failover callback  */
/*--------------------------------------------------------------------*/
sb4  callback_fn(svchp, envhp, fo_ctx, fo_type, fo_event )
dvoid * svchp;
dvoid * envhp;
dvoid *fo_ctx;
ub4 fo_type;
ub4 fo_event;
{
   OCIError *errhp;
   OCIHandleAlloc(envhp, (dvoid **)&errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
              (size_t) 0, (dvoid **) 0);
   switch (fo_event) 
   {
   case OCI_FO_BEGIN:

時間時間時間時間 イベントイベントイベントイベント

T0 データベースがクラッシュします（クラッシュは T5まで続きま
す）。

T1 ユーザーの操作によってフェイルオーバーが動作します。

T2 ユーザーが再接続を試行します。試行が失敗します。

T3 OCI_FO_ERRORによってフェイルオーバー・コールバックがコー
ルされます。

T4 フェイルオーバー・コールバックは事前に定義されたスリープ状態
になります。

T5 データベースが復元されます。

T6 フェイルオーバー・コールバックによって新しいフェイルオーバー
が動作し、成功します。

T7 ユーザーは再接続に成功します。
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   {
     printf(" Failing Over ... Please stand by \n");
     printf(" Failover type was found to be %s \n",
            ((fo_type==OCI_FO_NONE) ? "NONE"
             :(fo_type==OCI_FO_SESSION) ? "SESSION" 
             :(fo_type==OCI_FO_SELECT) ? "SELECT"
             :(fo_type==OCI_FO_TXNAL) ? "TRANSACTION"
             : "UNKNOWN!")); 
     printf(" Failover Context is :%s\n", 
            (fo_ctx?(char *)fo_ctx:"NULL POINTER!"));
     break;
   }
   case OCI_FO_ABORT:
   {
     printf(" Failover aborted. Failover will not take place.\n");
     break;
   }
   case    OCI_FO_END:
   { 
       printf("\n Failover ended ...resuming services\n");
     break;
   }
   case OCI_FO_REAUTH:
   { 
       printf(" Failed over user. Resuming services\n");
     break;
   }
   case OCI_FO_ERROR:
   {
     /* all invocations of this can only generate one line. The newline
      * will be put at fo_end time.
      */
     printf(" Failover error gotten. Sleeping...");
     sleep(3);
     printf("Retrying. ");
     return (OCI_FO_RETRY);
     break;
   }
   default:
   {
     printf("Bad Failover Event: %d.\n",  fo_event);
     break;
   }
   }
   return 0;
}
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次のコードは、このフェイルオーバー・コールバック関数を含んだプログラムの例です。

executing select...
7369    SMITH    CLERK
7499    ALLEN    SALESMAN
 Failing Over ... Please stand by 
 Failover type was found to be SELECT 
 Failover Context is :My context.
 Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. 
Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error 
gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover 
error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  
Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. 
Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying. 
 Failover ended ...resuming services
7521    WARD    SALESMAN
7566    JONES    MANAGER
7654    MARTIN    SALESMAN
7698    BLAKE    MANAGER
7782    CLARK    MANAGER
7788    SCOTT    ANALYST
7839    KING    PRESIDENT
7844    TURNER    SALESMAN
7876    ADAMS    CLERK
7900    JAMES    CLERK
7902    FORD    ANALYST



OCIおよびアドバンスト・キューイング

9-24 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

OCIおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイング
OCIでは、Oracleのアドバンスト・キューイング機能へのインタフェースを提供していま
す。Oracle AQは、Oracle Serverと統合されたメッセージ・キューイングです。Oracle AQ
のメッセージ・キューイングでは、キューイング・システムをデータベースと統合し、メッ
セージ対応データベースを作成する機能を提供しています。統合された解決策を提供するこ
とにより、Oracle AQは、自由に特定のビジネス・ロジックに貢献できるよう、メッセー
ジ・インフラストラクチャの構築からアプリケーション開発者を開放しました。 

注意注意注意注意 : アドバンスト・キューイングを使用するには、Oracle8iが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 概念、機能、例など AQの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 
アドバンスト・キューイング』のアドバンスト・キューイングの章を参照してくださ
い。

AQとの OCIの使用方法を示すコード・サンプルは、15-7ページの「OCIAQEnq()」の
説明を参照してください。

OCIアドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数
OCIライブラリには、アドバンスト・キューイングに関して次の関数が含まれています。

■ OCIAQEnq()

■ OCIAQDeq()

■ OCIAQListen()

第 15章の「OCIリレーショナル関数」に、これらの関数およびパラメータについてすべて
説明されています。

OCIアドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明
次の記述子が OCI AQ操作に使われます。

■ OCIAQEnqOptions - dbms_aq.enqueue_options_tに相当

■ OCIAQDeqOptions - dbms_aq.dequeue_options_tに相当

■ OCIAQMsgProperties - dbms_aq.message_properties_tに相当

■ OCIAQAgent - sys.aq$_agentに相当

標準 OCIDescriptorAlloc()コールを使って、サービス・ハンドルに関するこれらの記述子を
割り当てられます。次のコードでこの例を示します。

OCIDescriptorAlloc(svch, &enqueue_options, OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS, 0, 0 ); 
OCIDescriptorAlloc(svch, &dequeue_options, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, 0 ); 
OCIDescriptorAlloc(svch, &message_properties, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, 0);
OCIDescriptorAlloc(svch, &agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, 0 ); 
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その他の OCI記述子と同様に、記述子の構造体はユーザーには不明確になっています。各記
述子には、設定または読込み（あるいはその両方）ができる、さまざまな属性が含まれま
す。これらの属性については、A-27ページの「アドバンスト・キューイング記述子の属性」
で詳しく説明されています。

OCIのアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対 PL/SQL
次の表は、OCI AQ関数および記述子の関数、パラメータ、オプションと、dbms_aqパッ
ケージの PL/SQL AQ関数との比較を表します。

PL/SQL 関数関数関数関数 OCI関数関数関数関数

DBMS_AQ.ENQUEUE OCIAQEnq()

DBMS_AQ.DEQUEUE OCIAQDeq()

DBMS_AQ.LISTEN OCIAQListen()

DBMS_AQ.ENQUEUE パラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQEnq()パラメータパラメータパラメータパラメータ

queue_name queue_name

enqueue_options enqueue_options

message_properties message_properties

payload payload

msgid msgid

注意注意注意注意 : OCIAQEnq()には、svch、errh、payload_tdo、payload_indおよび flagsもパ
ラメータに追加する必要があります。

DBMS_AQ.DEQUEUE パラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQDeq()パラメータパラメータパラメータパラメータ

queue_name queue_name

dequeue_options dequeue_options

message_properties message_properties

payload payload

msgid msgid

注意注意注意注意 : OCIAQDeq()には、svch、errh、payload_tdo、payload_indおよび flagsもパ
ラメータに追加する必要があります。
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DBMS_AQ.LISTEN パラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQListen()パラメータパラメータパラメータパラメータ

agent_list agent_list

wait wait

agent agent

注意注意注意注意 : OCIAQListen()には、svchp、errhp、num_agentsおよび flagsもパラメータ
に追加する必要があります。

PL/SQL Agentパラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQAgent属性属性属性属性

name OCI_ATTR_AGENT_NAME

address OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS

protocol OCI_ATTR_AGENT_PROTOCOL

PL/SQL メッセージ・プロパティメッセージ・プロパティメッセージ・プロパティメッセージ・プロパティ OCIAQMsgProperties属性属性属性属性

priority OCI_ATTR_PRIORITY

delay OCI_ATTR_DELAY

expiration OCI_ATTR_EXPIRATION

correlation OCI_ATTR_CORRELATION

attempts OCI_ATTR_ATTEMPTS

recipient_list OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST

exception_queue OCI_ATTR_EXCEPTION_QUEUE

enqueue_time OCI_ATTR_ENQ_TIME

state OCI_ATTR_MSG_STATE

sender_id OCI_ATTR_SENDER_ID

original_msgid OCI_ATTR_ORIGINAL_MSGID

PL/SQL エンキュー・オプションエンキュー・オプションエンキュー・オプションエンキュー・オプション OCIAQEnqOptions属性属性属性属性

visibility OCI_ATTR_VISIBILITY

relative_msgid OCI_ATTR_RELATIVE_MSGID

sequence_deviation OCI_ATTR_SEQUENCE_DEVIATION
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PL/SQL デキュー・オプションデキュー・オプションデキュー・オプションデキュー・オプション OCIAQDeqOptions属性属性属性属性

consumer_name OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

dequeue_mode OCI_ATTR_DEQ_MODE

navigation OCI_ATTR_NAVIGATION

visibility OCI_ATTR_VISIBILITY

wait OCI_ATTR_WAIT

msgid OCI_ATTR_DEQ_MSGID

correlation OCI_ATTR_CORRELATION
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パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知パブリッシュ－サブスクライブの通知
パブリッシュ－サブスクライブの通知機能により、OCIアプリケーションでは、クライアン
ト通知を受け取ることができます。図 9-1の「パブリッシュ－サブスクライブのモデル」 は
そのプロセスです。OCIアプリケーションでは次の処理を行います。

■ AQ名前領域に通知の実行を登録し、エンキューが発生したときに通知を受け取ります。

■ データベース・イベントのサブスクリプションの実行を登録し、そのイベントがトリ
ガーされたときに通知を受け取ります。 

■ 一時的な登録の解除またはすべての登録の破棄など、登録を管理します。

■ 登録されたクライアントに通知を送信します。

登録されたクライアントは、イベントのトリガーされたときまたは AQのエンキューが明示
的に発生したときに、非同期に通知を受け取ります。クライアントは、データベースに接続
する必要はありません。

アドバンスト・キューイングの詳細は、9-24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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : キューの作成、および概念、機能、例など AQの詳細は、『Oracle8iアプリ
ケーション開発者ガイド アドバンスト・キューイング』のアドバンスト・キューイング
の章を参照してください。トリガーの作成については、『Oracle8i SQLリファレンス』
のコマンドについての章を参照してください。
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図図図図 9-1  パブリッシュ－サブスクライブのモデルパブリッシュ－サブスクライブのモデルパブリッシュ－サブスクライブのモデルパブリッシュ－サブスクライブのモデル

パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数
イベント通知の登録および受信を行うには、OCIアプリケーションで次のステップを実行す
る必要があります。適切なイベント・トリガーまたは AQエンキューがセットアップされて
いることを前提としています。また、初期化パラメータ COMPATIBLEが 8.1以上に設定さ
れている必要があります。 

説明する各関数の詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。ア
プリケーション内でのこれらの関数の使用例については、9-32ページの「パブリッシュ－サ
ブスクライブの例」を参照してください。

注意注意注意注意 : パブリッシュ－サブスクライブ機能は、マルチスレッド・プラットフォーム上で
だけ利用できます。

1. OCI_EVENTSモードで OCIInitialize()を実行し、アプリケーションで通知の登録および
受信を行うことを指定します。クライアント上で、通知専用のリスニング・プロセスが
起動します。

2. ハンドルの型を OCI_HTYPE_SUBSCRIPTIONに指定して OCIHandleAlloc()を実行し、
サブスクリプション・ハンドルを割り当てます。

Client
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3. OCIAttrSet()を実行し、次のサブスクリプション・ハンドル属性を設定します。

■ OCI_ATTR_SUBSCR_NAME - サブスクリプション名

■ OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE - サブスクリプションの名前領域

■ OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK - 通知コールバック

■ OCI_ATTR_SUBSCR_CTX - コールバック・コンテキスト

■ OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD - 送信用ペイロード・バッファ

OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD以外は、これらすべての属性をサブスクリプションの
登録前に設定する必要があります。OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOADは、サブスクリプ
ションの送信前に設定する必要があります。これらの属性の詳細は、A-37ページの
「サブスクリプション・ハンドルの属性」を参照してください。

4. サブスクリプション・ハンドルとともに使用するコールバック・ルーチンを定義しま
す。詳細は、9-30ページの「通知コールバック」を参照してください。

5. OCISubscriptionRegister()を実行してサブスクリプションに登録します。このコールによ
り、複数のサブスクリプションを同時に登録できます。

通知のパブリッシュ－サブスクライブの管理には、次の関数を使います。各関数の詳細は、
第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

通知コールバック通知コールバック通知コールバック通知コールバック
クライアントは、登録したサブスクリプションに対してアクティビティが発生したときに
コールされる、通知コールバックを登録する必要があります。たとえば、AQ名前領域では、
目的のメッセージがエンキューされたときに通知コールバックが発生します。 

このコールバックは、通常サブスクリプション・ハンドルの OCI_ATTR_SUBSCR_
CALLBACK属性によって設定します。詳細は、A-37ページの「サブスクリプション・ハン
ドルの属性」を参照してください。

通知コールバックからは、OCI_CONTINUE値が返される必要があります。また、次の仕様
に準拠している必要があります。

表表表表 9-1  パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数パブリッシュ－サブスクライブの関数

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCISvcCtxToLda() サブスクリプションを無効にします。

OCISubscriptionEnable() サブスクリプションを有効にします。

OCISubscriptionPost() サブスクリプションを送信します。

OCISubscriptionRegister() サブスクリプションを登録します。

OCISubscriptionUnRegister() サブスクリプションの登録を解除します。
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typedef ub4 (*OCISubscriptionNotify) ( dvoid *pCtx,
                                       OCISubscription *pSubscrHp,
                                       dvoid *pPayload,
                                       ub4 *iPayloadLen,
                                       dvoid *pDescriptor,
                                       ub4 iMode);

パラメータは次のように記述します。

pCtx (IN)  コールバックが登録されたときに指定されたユーザー定義コンテキスト。

pSubscrHp (IN)  コールバックが登録されたときに指定されたサブスクリプション・ハンド
ル。

pPayload (IN)  この通知のペイロード。このリリースでは、ペイロードの ub1 *（バイト・
シーケンス）だけがサポートされています。

iPayloadLen (IN)  この通知のペイロードの長さ。

pDescriptor (IN)  名前領域固有の記述子。この記述子から名前領域指定のパラメータを抽出
できます。この記述子の構造はユーザーには不透明で、型は名前領域によって異なります。 

記述子の属性は、名前領域固有です。アドバンスト・キューイングの場合は、記述子は
OCI_DTYPE_AQNFYです。この記述子の属性は、次のとおりです。 

■ Queue Name - OCI_ATTR_QUEUE_NAME

■ Consumer Name - OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

■ Message Id - OCI_ATTR_NFY_MSGID

■ Message Properties - OCI_ATTR_MSG_PROP

OCIおよびアドバンスト・キューイングについての詳細は、9-24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。

iMode (IN)  コール固有のモード。有効な値は次のとおりです。

■ OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。



パブリッシュ－サブスクライブの通知

9-32 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

パブリッシュ－サブスクライブの例パブリッシュ－サブスクライブの例パブリッシュ－サブスクライブの例パブリッシュ－サブスクライブの例
この例では、システム・イベント、クライアント通知およびアドバンスト・キューイングが
連動して、パブリッシュ /サブスクライブ通知をインプリメントする方法を示します。

次の PL/SQLコードでは、ユーザー・スキーマ pubsub環境でパブリッシュ－サブスクライ
ブ・メカニズムをサポートするために必要なすべてのオブジェクトを作成します。このコー
ドでは、エージェント snoopが、ログイン・イベント時にパブリッシュされるメッセージを
サブスクライブします。ユーザー pubsubには、アドバンスト・キューイング機能を使うた
めに AQ_ADMINISTRATOR_ROLEおよび AQ_USER_ROLEの権限が必要です。また、シ
ステム・イベントのトリガーを有効にするには、初期化パラメータ _SYSTEM_TRIG_
ENABLEDを TRUE（デフォルト）に設定する必要があります。

Rem ------------------------------------------------------
REM create queue table for persistent multiple consumers
Rem ------------------------------------------------------
connect pubsub/pubsub;
Rem  Create or replace a queue table
begin
  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
  QUEUE_TABLE=>’pubsub.raw_msg_table’, 
  MULTIPLE_CONSUMERS => TRUE,
  QUEUE_PAYLOAD_TYPE =>’RAW’,
  COMPATIBLE => ’8.1.5’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Create a persistent queue for publishing messages
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Create a queue for logon events
begin
  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE(QUEUE_NAME=>’pubsub.logon’,
  QUEUE_TABLE=>’pubsub.raw_msg_table’,
  COMMENT=>’Q for error triggers’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Start the queue
Rem ------------------------------------------------------
begin
  DBMS_AQADM.START_QUEUE('pubsub.logon');
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  define new_enqueue for convenience
Rem ------------------------------------------------------
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create or replace procedure new_enqueue(queue_name  in varchar2,
                                        payload  in raw ,
correlation in varchar2 := NULL,
exception_queue in varchar2 := NULL)
as
  enq_ct     dbms_aq.enqueue_options_t;
  msg_prop   dbms_aq.message_properties_t;
  enq_msgid  raw(16);
  userdata   raw(1000);
begin
  msg_prop.exception_queue := exception_queue;
  msg_prop.correlation := correlation;
  userdata := payload;
  DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name,enq_ct, msg_prop,userdata,enq_msgid);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  add subscriber with rule based on current user name, 
Rem  using correlation_id
Rem ------------------------------------------------------
declare
subscriber sys.aq$_agent;
begin
  subscriber := sys.aq$_agent('SNOOP', null, null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => ’pubsub.logon’,
                            subscriber => subscriber,
                            rule => ’CORRID = ’’SCOTT’’ ’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  create a trigger on logon on database
Rem ------------------------------------------------------
Rem  create trigger on after logon
create or replace trigger systrig2
   AFTER LOGON
   ON DATABASE
   begin
     new_enqueue('pubsub.logon', hextoraw('9999'), dbms_standard.login_user);
   end;
/

サブスクリプションが作成された後、クライアントはコールバック関数を使って通知を登録
する必要があります。次のサンプル・コードでは、登録に必要なステップを実行します。こ
こでは、わかりやすくするために、セッション・ハンドルの割当ておよび初期化のステップ
は省いてあります。
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ub4 namespace = OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQ;
/* callback function for notification of logon of user 'scott' on database */
ub4 notifySnoop(ctx, subscrhp, pay, payl, desc, mode)
    dvoid *ctx;
    OCISubscription *subscrhp;
    dvoid *pay;
    ub4 payl;
    dvoid *desc;
    ub4 mode;
{
    printf("Notification : User Scott Logged on\n");
}
int main()
{
    OCISession *authp = (OCISession *) 0;
    OCISubscription *subscrhpSnoop = (OCISubscription *)0;

/*****************************************************
Initialize OCI Process/Environment
Initialize Server Contexts
Connect to Server
Set Service Context
******************************************************/
    /* Registration Code Begins */
/* Each call to initSubscriptionHn allocates 
           and Initialises a Registration Handle */
    initSubscriptionHn(    &subscrhpSnoop,    /* subscription handle */
        "PUBSUB.SNOOP:ADMIN", /* subscription name */ 
/* <queue_name>:<agent_name> */
        (dvoid*)notifySnoop); /* callback function */

/*****************************************************
The Client Process does not need a live Session for Callbacks
End Session and Detach from Server
******************************************************/
    OCISessionEnd ( svchp,  errhp, authp, (ub4) OCI_DEFAULT);
    /* detach from server */
    OCIServerDetach( srvhp, errhp, OCI_DEFAULT);
    while (1)     /* wait for callback */
        sleep(1);
}
void initSubscriptionHn (subscrhp,
                         subscriptionName,
                         func)
OCISubscription **subscrhp;
  char* subscriptionName;
  dvoid * func;
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{
    /* allocate subscription handle */
    (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)subscrhp, 
        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (size_t) 0, (dvoid **) 0);

    /* set subscription name in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) subscriptionName, 
        (ub4) strlen((char *)subscriptionName),
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

    /* set callback function in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) func, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) 0, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

    /* set namespace in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);
    checkerr(errhp, OCISubscriptionRegister(svchp, subscrhp, 1, errhp,
        OCI_DEFAULT));
}

ユーザー SCOTTがデータベースにログインした場合は、クライアントは通知を受け取り、
コールバック関数 notifySnoop がコールされます。
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ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロード・インタフェースを使うと、OCIアプリケーションから Oracle
データベース・サーバーのダイレクト・パス・ロード・エンジンにアクセスして、Oracle 
SQL*Loaderの関数を実行できます。この機能を使って、外部ファイルから Oracleデータ
ベース・オブジェクト（表またはパーティション表のパーティション）にデータをロードで
きます。

図図図図 9-2  ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード

OCIダイレクト・パス・ロード・インタフェースを使って、複数行のデータを含むダイレク
ト・パス・ストリームをロードし、複数行をロードすることができます。

ダイレクト・パス APIを使うには、クライアント・アプリケーションは次のステップを実行
する必要があります。

1. OCI初期化を実行します。

2. ダイレクト・パス・コンテキストのハンドルを割り当てて、属性を設定します。

3. ロードするオブジェクト（表、パーティションまたはサブパーティション）の名前を指
定します。

4. オブジェクトの列の外部データ型を記述します。

5. ダイレクト・パス・インタフェースを準備します。

6. 1列以上配列を割り当てます。

ColumnArrayToStream



ダイレクト・パス・ロード

OCIプログラミングの応用 9-37

7. 1つ以上のダイレクト・パス・ストリームを割り当てます。

8. 列配列内のエントリを、各列に対する入力データ値を指すように設定します。

9. 列配列をダイレクト・パス・ストリーム形式に変換します。

10. ダイレクト・パス・ストリームをロードするか、後でロードできるようにファイルに保
存します。

11. 発生したエラーをすべて取得します。

12. ダイレクト・パス終了関数をコールします。

13. ハンドルおよびデータ構造を解放します。

14. サーバーから切断します。

ダイレクト・ロード操作では、ロードされているオブジェクトをロックしてそのオブジェク
トに DMLが実行されないようにする必要があります。オブジェクトがロードされている間、
クエリーはロックされずに許可されます。DMLロックのモード、および取得される DML
ロックの種類は、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADの指定によって決まります。また、
表全体をロードするのか、パーティションまたはサブパーティションをロードするのかに
よっても異なります。OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADの詳細は、15-86ページの
「OCIDirPathPrepare()」を参照してください。

■ 表のロードの場合、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADオプションの設定とその結果は
次のとおりです。

■ FALSE - 表 DML X-Lockが取得されます。

■ TRUE - 表 DML S-Lockが取得されます。

■ パーティションのロードの場合、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADオプションの設定
とその結果は次のとおりです。

■ FALSE - 表 DML SX-Lockおよびパーティション DML X-Lockが取得されます。

■ TRUE - 表 DML SS-Lockおよびパーティション DML S-Lockが取得されます。

制限と制約制限と制約制限と制約制限と制約
ダイレクト・パス・ロード・インタフェースには、SQL*Loaderと同じ次の制限があります。

■ トリガーがサポートされていません。

■ チェック制約がサポートされていません。

■ 参照整合性制約がサポートされていません。

■ クラスタ化表がサポートされていません。

■ リモート・オブジェクトのロードがサポートされていません。

■ ユーザー定義型がサポートされていません。
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■ LOBはすべてのスカラー列の後に指定しなければなりません。

■ LONGは最後に指定しなければなりません。

サポートされるデータ型サポートされるデータ型サポートされるデータ型サポートされるデータ型
ダイレクト・パス・ロード操作では、SQLT_CHR、SQLT_DAT、SQLT_INT、SQLT_UIN、
SQLT_FLT、SQLT_PDN、SQLT_BIN、または SQLT_NUMの外部データ型が有効です。列
のデータ型の設定または取出しの詳細は、A-47ページの「OCI_ATTR_DATA_TYPE」を参
照してください。データ型の詳細は、第 3章の「データ型」を参照してください。

ダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドル
ダイレクト・パス・ロードは、ダイレクト・パス配列の挿入操作に対応しています。ダイレ
クト・パス・ロード・インタフェースでは、次のハンドルを使ってロードされるオブジェク
トおよび操作するデータの指定が記録されます。

■ ダイレクト・パス・コンテキスト

■ ダイレクト・パス列配列

■ ダイレクト・パス・ストリーム

ダイレクト・パス・ロードのハンドルの属性についての詳細は、A-39ページの「ダイレク
ト・パス・ロード・ハンドルの属性」を参照してください。列パラメータ属性の詳細は、
A-44ページの「ダイレクト・パス列パラメータの属性」を参照してください。

ダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキスト
このハンドルは、表の場合またはパーティション表のパーティションの場合も、ロードされ
る各オブジェクトに対して割り当てる必要があります。OCIDirPathCtxハンドルは
OCIDirPathColArrayおよび OCIDirPathStreamハンドルの親ハンドルなので、
OCIDirPathCtxハンドルを解放するとその子ハンドルも解放されます。ダイレクト・パス・
コンテキストは、OCIHandleAlloc()を使って割り当てます。

OCIEnv *envp;
OCIDirPathCtx *dpctx;
sword error;

error = OCIHandleAlloc((dvoid *)envp, (dvoid **)&dpctx,
                    OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX, 0,(dvoid **)0);

ダイレクト・パス・コンテキストの親ハンドルは、常に環境ハンドルです。ダイレクト・パ
ス・コンテキストは、OCIHandleFree()を使って解放します。

error = OCIHandleFree(dpctx, OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX);
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ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列
ダイレクト・パス・インタフェースに行配列を表示するには、このハンドルを使います。行
は、列の値、列の長さおよび列フラグの 3つの配列によって表します。列配列のメソッドに
は、配列ハンドルの割当て、および配列のエントリに対応する値の設定および取得がありま
す。

ダイレクト・パス列配列ハンドルは、OCIHandleAlloc()を使って割り当てます。次のコード
は、ダイレクト・パス列配列ハンドルの明示的な割当ての例です。

OCIDirPathCtx *dpctx;
OCIDirPathColArray *dpca;
sword error;
error = OCIHandleAlloc((dvoid *)dpctx, (dvoid **)&dpca,

               OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY, 0, (dvoid **)0);

ダイレクト・パス列配列ハンドルは、OCIHandleFree()を使って解放します。

error = OCIHandleFree(dpca, OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY);

OCIDirPathColArrayハンドルの解放により、そのハンドルに関連付けられた列配列も解放さ
れます。

ダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリーム
変換操作 OCIDirPathColArrayToStream()およびロード操作 OCIDirPathLoadStream()には、こ
のハンドルを使います。

ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルは、クライアントが OCIHandleAlloc()を使って割
り当てます。OCIDirPathStreamハンドルの構造は、バッファ、バッファ長形式の組合せと
みなすことができます。

ダイレクト・パス・ストリームは、Oracle表データの線形表現です。変換操作は、常にスト
リームの最後に追加されます。ロード操作は、常にストリームの最初に起動します。スト
リームのロードが正常終了したら、OCIDirPathStreamReset()をコールしてストリームをリ
セットする必要があります。

次のコードは、OCIHandleAlloc()を使って割り当てられるダイレクト・パス・ストリーム・
ハンドルの例です。親ハンドルは常に OCIDirPathCtxハンドルです。

OCIDirPathCtx *dpctx;
OCIDirPathStream *dpstr;
sword error;
error = OCIHandleAlloc((dvoid *)dpctx, (dvoid **)&dpstr,

               OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM, 0,(dvoid **)0);

ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルは、OCIHandleFree()を使って解放します。

error = OCIHandleFree(dpstr, OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM);
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ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの解放により、OCIDirPathStreamAlloc()によって
割り当てられているすべてのストリーム・バッファも解放されます。

ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数
この項にリストされた関数は、ダイレクト・パス・ロード・インタフェースとともに使いま
す。各関数の詳細は、第 15章の「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

ダイレクト・パス・コンテキストの操作は、表 9-2の「ダイレクト・パス・コンテキストの
関数」の関数で実行します。

表表表表 9-2  ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数

ダイレクト・パス列配列の操作は、表 9-3の「ダイレクト・パス列配列の関数」の関数で実
行します。

表表表表 9-3  ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数

ダイレクト・パス・ストリームの操作は、表 9-4の「ダイレクト・パス・ストリームの関数」
の関数で実行します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathAbort() ダイレクト・パス操作を中止します。

OCIDirPathFinish() ロードされたデータをコミットします。

OCIDirPathPrepare() 行の変換またはロードを行うためにダイレクト・パス・イン
タフェースを準備します。

OCIDirPathLoadStream() ダイレクト・パス・ストリーム形式に変換されているデータ
をロードします。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathColArrayEntryGet() 列配列内の指定されたエントリを取得します。

OCIDirPathColArrayEntrySet() 列配列内の指定されたエントリを特定の値に設定します。

OCIDirPathColArrayRowGet() 指定された行番号の基本行ポインタを取得します。

OCIDirPathColArrayReset() 行配列の状態をリセットします。

OCIDirPathColArrayToStream() 列配列形式からダイレクト・パス・ストリーム形式に変換
します。
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表表表表 9-4  ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数

ダイレクト・パス・ロードの例ダイレクト・パス・ロードの例ダイレクト・パス・ロードの例ダイレクト・パス・ロードの例
次のコードは、OCIダイレクト・パス・インタフェースの使用方法の例です。ただし、一部
省略されています。

例では、次のデータ構造が使われています。 

/* load control structure */
struct loadctl
{
  ub4                 nrow_ctl;            /* number of rows in column array */
  ub2                 ncol_ctl;         /* number of columns in column array */
  OCIEnv             *envhp_ctl;                       /* environment handle */
  OCIServer          *srvhp_ctl;                            /* server handle */
  OCIError           *errhp_ctl;                             /* error handle */
  OCIError           *errhp2_ctl;                    /* another error handle */
  OCISvcCtx          *svchp_ctl;                          /* service context */
  OCISession         *authp_ctl;                   /* authentication context */
  OCIParam           *colLstDesc_ctl;        /* column list parameter handle */
  OCIDirPathCtx      *dpctx_ctl;                      /* direct path context */
  OCIDirPathColArray *dpca_ctl;           /* direct path column array handle */
  OCIDirPathStream   *dpstr_ctl;                /* direct path stream handle */
  ub1                *buf_ctl;    /* pre-alloc'd buffer for out-of-line data */
  ub4                 bufsz_ctl;                 /* size of buf_ctl in bytes */
  ub4                 bufoff_ctl; /* offset into buf_ctl which is not in use */
  ub4                *otor_ctl;                  /* Offset to Recnum mapping */
  ub1                *inbuf_ctl;                 /* buffer for input records */
  struct pctx         pctx_ctl;                     /* partial field context */
  };

init_load関数は、tblpで記述された表上で、ダイレクト・パス APIを使ってダイレクト・パ
ス・ロードを実行します。ctlpによって指定された loadctl構造体の環境およびサービス・コ
ンテキストは、適切に初期化されています。サーバーへの接続は確立されています。

STATICF void
init_load(ctlp, tblp)
struct loadctl *ctlp;
struct tbl     *tblp;
{
  struct  col   *colp;
  struct  fld   *fldp;

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathStreamReset() ダイレクト・ストリームの状態をリセットします。
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  sword          ociret;                       /* return code from OCI calls */
  OCIDirPathCtx *dpctx;                               /* direct path context */
  OCIParam      *colDesc;                     /* column parameter descriptor */
  ub1            parmtyp;
  ub1           *timestamp = (ub1 *)0;
  ub4            size;
  ub4            i;
  ub4            pos;

  /* allocate and initialize a direct path context */
  OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->envhp_ctl,
                           (dvoid **)&ctlp->dpctx_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

  dpctx = ctlp->dpctx_ctl;                                      /* shorthand */

  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrSet((dvoid *)dpctx, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                       (dvoid *)tblp->name_tbl,
                       (ub4)strlen((const char *)tblp->name_tbl),
                       (ub4)OCI_ATTR_NAME, ctlp->errhp_ctl));
...

OCI_ATTR_SUB_NAME、OCI_ATTR_SCHEMA_NAMEなど、その他の属性もここで設定
します。属性を設定した後、ロードの準備をします。

  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIDirPathPrepare(dpctx, ctlp->svchp_ctl, ctlp->errhp_ctl));

列配列およびストリーム・ハンドルを割り当てます。ダイレクト・パス・コンテキスト・ハ
ンドルは、列配列ハンドルおよびストリーム・ハンドルの親ハンドルです。また、Oracleエ
ラーは、ダイレクト・パス・コンテキストに関連付けられた環境ハンドルとともに返されま
す。

   OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl, (dvoid **)&ctlp->dpca_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

  OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl,(dvoid **)&ctlp->dpstr_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

割り当てた列配列から複数の行および列を取得します。
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  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrGet(ctlp->dpca_ctl, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                       &ctlp->nrow_ctl, 0, OCI_ATTR_NUM_ROWS,
                       ctlp->errhp_ctl));

   OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrGet(ctlp->dpca_ctl, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                       &ctlp->ncol_ctl, 0, OCI_ATTR_NUM_COLS,
                       ctlp->errhp_ctl));

入力データ・フィールドを対応するデータ列に設定します。

OCIDirPathColArrayEntrySet(ctlp->dpca_ctl, ctlp->errhp_ctl,
                                         rowoff, colp->id_col,
                                         cval, clen, cflg));

前の変換を続ける必要がある場合、または行にデータを追加する場合は、列配列の状態をリ
セットします。

(void) OCIDirPathColArrayReset(ctlp->dpca_ctl, ctlp->errhp_ctl);

ストリームの状態をリセットして、新しいストリームを開始します。リセットしなかった場
合は、ストリーム内のデータが既存のデータの末尾に追加されます。

(void) OCIDirPathStreamReset(ctlp->dpstr_ctl, ctlp->errhp_ctl);

データの入力後、列配列内のデータをストリーム形式に変換し、不正なレコードを削除しま
す。

ocierr = OCIDirPathColArrayToStream(ctlp->dpca_ctl, ctlp->dpctx_ctl,
                                        ctlp->dpstr_ctl, ctlp->errhp_ctl,
                                        rowcnt, startoff);
    
ストリームをロードします。ストリームを生成した列配列のオフセット情報とともに、スト
リーム・ハンドルに対するストリーム内の位置は変わりません。ストリーム形式への変換が
終わると、そのデータはストリームの末尾に追加されます。ストリームは、適切なタイミン
グでコール側がリセットする必要があります。エラーの発生時には、位置は次の行に移動し
ます。ただし、最後の列でエラーが発生した場合は、ストリームの末尾に移動します。次の
行がある場合は、次の OCIDirPathLoadStream()がコールされます。OCIDirPathLoadStream()
がコールされ、ストリームの末尾に到達した場合は、OCI_NO_DATAが返されます。

ocierr = OCIDirPathLoadStream(ctlp->dpctx_ctl, ctlp->dpstr_ctl,
                                ctlp->errhp_ctl);

ダイレクト・パス・ロードを終了します。

OCIDirPathFinish(ctlp->dpctx_ctl, ctlp->errhp_ctl);
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割り当てられているすべてのダイレクト・パス・ハンドルを解放します。親のダイレクト・
パス・コンテキスト・ハンドルが解放されたときに、ダイレクト・パス列配列ハンドルおよ
びストリーム・ハンドルが解放されます。ダイレクト・パス列配列ハンドルおよびストリー
ム・ハンドルを解放するコード文は必要ありませんが、コード例として参照してください。

ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpca_ctl,
                           OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY);
ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpstr_ctl,
                           OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM);
ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl, 
                          OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX);



第第第第 II部部部部
OCIオブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念

このガイドの第 2部は、OCIでの Oracle8オブジェクトの使用方法について説明している章
で構成されています。

■ 第 10章の「OCIオブジェクト・リレーショナル ・プログラミング」では、OCIでのオ
ブジェクトの概念とプロジェクト・リレーショナル・プログラミングについて紹介しま
す。

■ 第 11章の「オブジェクト・リレーショナル・データ型」では、オブジェクト・ データ型
と、データベース・オブジェクトを C構造体で表す方法について説明します。また、
データ型をマッピングし操作する OCI関数についても説明します。

■ 第 12章の「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」では、
オブジェクト・リレーショナル・データ型のバインディングと定義について説明しま
す。

■ 第 13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」では、
オブジェクト・キャッシュと、オブジェクトでのナビゲート方法について説明します。

■ 第 14章の「オブジェクト型トランスレータの使用方法」では、OTTを使用して、デー
タベース型定義をホスト言語表現に変換する方法について説明します。

注意注意注意注意 : ここで説明する機能は、Oracle8iをインストールしてある場合にだけ利用できま
す。
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・プログラミング・プログラミング・プログラミング・プログラミング

この章では、オブジェクトを Oracle8データベース・サーバーで操作するための OCIの機能
を紹介します。また、OCIのオブジェクト・ナビゲーショナル・ファンクション・コールに
ついても説明します。この章には、次の項が含まれています。

■ 概要

■ OCIオブジェクトの概要

■ OCIでのオブジェクトの操作

■ OCIオブジェクト・アプリケーションの開発

注意注意注意注意 : この章で説明する機能は、Oracle8iをインストールしてある場合にだけ利用でき
ます。
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概要概要概要概要
この章は、Oracleオブジェクトおよび OCIナビゲーショナル・ファンクション・コールを
操作するための OCIアプリケーションの記述に関連した基本的な概念を扱う、複数の項に分
かれています。

■ OCI オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要 では、オブジェクトを操作するための OCIの機能に関する概
略を簡単に説明します。

■ OCI でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作 では、OCIオブジェクト・アプリケーションの基本的な構
造体と、OCIで操作できるオブジェクトの種類について説明します。この項目の内容
は、その後の章内容の基礎になります。

■ OCI オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発 では、OCIオブジェクト・アプリケーショ
ンの主な要素について、詳細に説明します。ここでは、簡単な例をあげて重要な点を説
明します。

以降の章には、OCIを使用したオブジェクト操作についての追加情報が記載されています。

■ 第 11章の「オブジェクト・リレーショナル・データ型」では、OCIオブジェクト・リ
レーショナル・アプリケーションで使うデータ型について説明します。この情報は、第
3章の「データ型」の補足です。OCIデータ型マッピングおよび操作関数についても説
明します。

■ 第 12章の「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」では、
オブジェクト・リレーショナル・データ型に特有な操作のバインドおよび定義について
説明します。この情報は、第 2章の「OCIプログラミングの基本」および第 5章の「バ
インディングと定義」の補足です。

■ 第 13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」では、
オブジェクト・キャッシュおよびオブジェクト・ナビゲーションについて説明します。
OCIナビゲーショナル関数についても説明します。

■ 第 14章の「オブジェクト型トランスレータの使用方法」 では、オブジェクト型トランス
レータについて説明します。

OCIオブジェクト・リレーショナル・ファンクションに関する説明は、第 16章の「OCIナ
ビゲーショナル関数と型関数」および第 17章の「OCIデータ型マッピング関数および操作
関数」にあります。その他に、一部のオブジェクト機能は、第 15章の「OCIリレーショナ
ル関数」の関数の項で説明されています。
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OCIオブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要
Oracleコール・インタフェース（OCI）には、データベース・アクセス管理および SQL文
処理のための一連の関数があります。これらの関数の詳細は、このマニュアルの第 I部に記
載されています。OCIリレーショナル・インタフェースの SQL機能によって、アプリケー
ションで SQL文を使用して、Oracleデータベース・サーバーのオブジェクトにアクセスで
きます。

注意注意注意注意 : Oracle OCIリリース 8ライブラリは、C向けにのみサポートされています。

OCIでは、アプリケーションからスカラー値、コレクション、任意のオブジェクト型のイン
スタンスなど、Oracleデータベース・サーバー内のすべてのデータ型にアクセスできます。
次のデータ型があります。

■ オブジェクト

■ 可変長配列（VARRAY）

■ ネストした表（多重集合）

■ 参照（REF）

■ LOB

Oracle Serverのオブジェクト機能を十分に活用するには、ほとんどのアプリケーションでは
単にオブジェクトにアクセスするだけでは十分ではありません。アプリケーションでは、オ
ブジェクトを検索した後、そのオブジェクトから他のオブジェクトへ参照を通してナビゲー
トする必要があります。OCIはそのための機能を提供します。OCIのオブジェクト・ナビ
ゲーショナル・コールを使って、アプリケーションは Oracleオブジェクトに対して次の関
数を実行できます。

■ オブジェクトの作成、アクセス、ロック、削除、コピーおよびフラッシュ

■ オブジェクトとそのメタオブジェクトへの参照の入手

■ オブジェクト属性の値の動的な取得および設定

OCIナビゲーショナル・コールについては、この章の後半で詳しく説明します。

また、OCIでは、Oracleのデータベースに格納されている型情報にアクセスする機能も備え
ています。アプリケーションでは、OCIDescribeAny()関数を使用して、データベースに格納
されている型に関するほとんどの情報（メソッド、属性、型メタデータなど）にアクセスで
きます。OCIDescribeAny()は、第 6章の「スキーマ・メタデータの記述」で説明します。

Oracleオブジェクトを操作するアプリケーションでは、オブジェクトをホスト言語形式で表
現する手段が必要です。Oracle8iには、オブジェクト型トランスレータ（OTT）というユー
ティリティがあり、それを使用してデータベース内の型定義を Cの構造体宣言に変換できま
す。宣言はヘッダー・ファイルに格納され、それを OCIアプリケーションに組み込むことが
できます。

型の定義が Cで表されている場合は、属性の型は、Oracle8iの新機能である特別な C変数
型にマップされます。OCIには、アプリケーションによるこれらのデータ型の操作およびそ
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れによるオブジェクトの属性の操作を可能にする、データ型マッピングおよび操作機能の
セットが含まれています。これらの関数については、第 11章の「オブジェクト・リレー
ショナル・データ型」で詳しく説明します。

オブジェクトに関する用語は混同することがあります。この章では、これ以降、「オブジェ
クト」と「インスタンス」という用語は両方とも、データベースに格納されたオブジェクト
か、またはオブジェクト・キャッシュにあるオブジェクトを参照します。

OCIでのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作
第 2章から第 6章で説明したリレーショナル OCIアプリケーションに関するプログラミング
原理の多くは、オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションにも適用されます。オブ
ジェクト・リレーショナル・アプリケーションでは、標準 OCIコールを使用してデータベー
ス接続を確立し、SQL文を処理します。その違いは、発行される SQL文はオブジェクト参
照を取り出し（または値ごとのオブジェクト）、その後に OCIのオブジェクト・ファンク
ションで操作することです。

 基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体
オブジェクトを使う OCIアプリケーションの基本的な構造体は、本質的にはリレーショナル
OCIアプリケーションと同じで、これについては 2-3ページの「OCIプログラム構造」で説
明しています。ここでは、基本的なオブジェクト機能についての追加情報とともに、そのモ
デルをもう一度示します。

1. OCIプログラミング環境を初期化する。

注意注意注意注意 : 環境はオブジェクト・モードで初期化しなければなりません。

また、アプリケーションでは通常、ヘッダー・ファイルからデータベース・オブジェク
トの C構造体の表現を組み込む必要があります。これらの構造体はプログラマが作成す
るか、またはより簡単な方法としては、第 14章の「オブジェクト型トランスレータの
使用方法」で説明するように、オブジェクト型トランスレータ（OTT）でも生成できま
す。

2. 必要なハンドルを割り当て、サーバーとの接続を確立する。

3. SQL文を準備して実行する。これは、ローカル（クライアント側）ステップで、プレー
スホルダのバインドと出力変数の定義を行います。オブジェクト・リレーショナル・ア
プリケーションの場合、この SQL文はオブジェクトへの参照（REF）を戻します。

注意注意注意注意 : オブジェクトを参照（REF）するだけでなく、オブジェクト全体をフェッチする
こともできます。参照可能なオブジェクトを選択する場合、それを確保するのではな
く、オブジェクトを値渡しで取得します。あるいは、10-15ページの「埋込みオブジェ
クトのフェッチ」の説明のようにして、参照可能でないオブジェクトを選択できます。

4. 準備した文をデータベース・サーバーに関連付けて実行する。

5. 戻された結果をフェッチする。
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オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションでは、このステップで、REFを検索
し、参照するオブジェクトを確保します。オブジェクトを確保した後、次の一部または
すべてを実行します。

– オブジェクトの属性を操作し、それを使用済みとマークする

– 別の 1個のオブジェクト、または一連のオブジェクトへの REFをたどる

– 型および属性の情報にアクセスする

– 複合オブジェクト検索グラフをナビゲートする

– 変更したオブジェクトをサーバーにフラッシュする

6. トランザクションをコミットする。このステップでは、暗黙的に、変更されたすべての
オブジェクトをサーバーにフラッシュし、変更をコミットします。

7. 再利用しない文とハンドルを解放するか、準備した文を再実行する。

この章の後の項目で、すべてのステップを詳しく説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIを使用したサーバーへの接続、SQL文の処理およびハンドルの割当ての
詳細は、第 2章の「OCIプログラミングの基本」および第 15章の「OCIリレーショナ
ル関数」にある OCIリレーショナル・ファンクションの説明を参照してください。

OTTに関する情報は、10-8ページの「オブジェクトの Cアプリケーションでの表現」
および第 14章の「オブジェクト型トランスレータの使用方法」を参照してください。

永続オブジェクトおよび一時オブジェクト、値永続オブジェクトおよび一時オブジェクト、値永続オブジェクトおよび一時オブジェクト、値永続オブジェクトおよび一時オブジェクト、値
Oracle8の型のインスタンスは、存続期間によって、「永続オブジェクト」と「一時オブジェ
クト」に分類されます。永続オブジェクトのインスタンスは、オブジェクト識別子によって
参照可能かどうかに応じて、さらに「スタンドアロン・オブジェクト」と「埋込みオブジェ
クト」に分割できます。

注意注意注意注意 : このマニュアルで使用しているオブジェクトとインスタンスとは、互換性のある
用語として使われます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクトの詳細は、『Oracle8i概要』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永続オブジェクト永続オブジェクト
永続オブジェクトは Oracleデータベースに格納されているオブジェクトです。永続オブ
ジェクトは、OCIアプリケーションによってオブジェクト・キャッシュにフェッチされ、変
更されます。永続オブジェクトは、それにアクセスしているアプリケーションの存続期間が
過ぎても存続できます。作成された永続オブジェクトは、明示的に削除されるまでデータ
ベースに残留します。永続オブジェクトには次の 2種類があります。

■ スタンドアロン・インスタンス。オブジェクト表の行に格納され、それぞれが他と重複
しないオブジェクト識別子を持っています。OCIアプリケーションでは、スタンドアロ
ン・インスタンスへの REFを検索してオブジェクトを確保し、確保したオブジェクトか
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らその他の関連オブジェクトにナビゲートできます。スタンドアロン・オブジェクトは
参照可能オブジェクトとも呼ばれます。

参照可能オブジェクトの選択も可能で、その場合 REFをフェッチするかわりにオブジェ
クトを「値渡し」でフェッチします。

■ 埋込みインスタンスのこれは、オブジェクト表の行として格納されません。埋込みイン
スタンスは、他の構造体の中に埋め込まれます。埋込みオブジェクトの例は、別のオブ
ジェクトの属性であるオブジェクトや、データベースの表のオブジェクト列に存在する
インスタンスなどです。埋込みインスタンスにはオブジェクト識別子がないので、OCI
アプリケーションで埋込みインスタンスへの REFを入手することはできません。

埋込みオブジェクトは参照不可能オブジェクトまたは値インスタンスとも呼ばれます。
埋込みオブジェクトが値と呼ばれることがありますが、それがスカラー・データ値と混
同されることはありません。文脈によりどちらの意味かわかります。

次の SQLの例で、この 2種類の永続オブジェクトの違いを説明します。

例例例例 1 スタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクト
CREATE TYPE person_t AS OBJECT
   (name      varchar2(30),
    age       number(3));
CREATE TABLE person_tab OF person_t;

オブジェクト表 person_tabに格納されるオブジェクトは、スタンドアロン・インスタン
スです。このオブジェクトはオブジェクト識別子を持ち、参照可能です。したがって、OCI
アプリケーションで確保できます。

例例例例 2 埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト
CREATE TABLE department
   (deptno     number,
    deptname   varchar2(30),
    manager    person_t);

department表の manager列に格納されるオブジェクトは、埋込みオブジェクトです。こ
のオブジェクトはオブジェクト識別子を持たず、参照不可能です。つまり、OCIアプリケー
ションで確保することはできないので、確保を解除する必要もありません。それらは常にオ
ブジェクト・キャッシュの中に「値渡し」で取り込まれます。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
一時オブジェクトはオブジェクト型のインスタンスです。一時オブジェクトはオブジェクト
識別子を持ち、その存続期間はインスタンス作成時にアプリケーションによって決定されま
す。また、一時オブジェクトはいつでもアプリケーションで削除できます。

アプリケーションでは、OCIObjectNew()関数を使用して一時オブジェクトを作成し、計算の
ための一時的な値を格納することがよくあります。一時オブジェクトを永続オブジェクトに
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変換することはできません。オブジェクトのロールは、インスタンス化されたときに決定さ
れます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIObjectNew()の使用方法については、10-30ページの「オブジェクトの作
成」を参照してください。

値値値値
このマニュアルでは、値は次のいずれかを意味します。

■ データベースの表の非オブジェクト列に格納されるスカラー値。OCIアプリケーション
では、SQL文を発行してデータベースから値をフェッチすることができます。

■ 埋込みまたは参照不可能オブジェクト。

どちらを指しているのかは文脈でわかります。

注意注意注意注意 : 参照可能オブジェクトは、確保するかわりにオブジェクト・キャッシュ内で選択
することが可能で、その場合、REFをフェッチするかわりにオブジェクトを「値渡し」
でフェッチします。

OCIオブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発
この項目では、基本的な OCIオブジェクト・アプリケーションの開発に伴うステップを説明
します。10-4ページの「基本的なオブジェクト・プログラム構造体」で説明している各ス
テップは、ここでさらに詳しく説明します。

次の図は、アプリケーションがオブジェクトを操作する方法について、プログラム・ロジッ
クを簡単に示します。図を簡略にするために、必要なステップの一部が省略されています。
このダイアグラムにある各ステップについては、後の項で説明します。



OCIオブジェクト・アプリケーションの開発

10-8 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

図図図図 10-1  基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー

オブジェクトのオブジェクトのオブジェクトのオブジェクトの Cアプリケーションでの表現アプリケーションでの表現アプリケーションでの表現アプリケーションでの表現
OCIアプリケーションでオブジェクト型を操作するには、データベースにそのオブジェクト
型が存在していなければなりません。一般に、CREATE TYPEなどの SQLスキーマ定義言
語文で型を作成します。

型定義 DDLコマンドが Oracle Serverで処理されるとき、型定義は型記述子オブジェクト
（TDO）としてデータ・ディクショナリに格納されます。

アプリケーションでデータベースからオブジェクトのインスタンスを検索する場合は、クラ
イアント側のオブジェクト表現を使用する必要があります。Cプログラムでは、オブジェク
ト型の表現は構造体です。OCIオブジェクト・アプリケーションには、各オブジェクト型構
造体に対応する NULL標識構造体があります。

注意注意注意注意 : オブジェクトのキャッシュによって生成されるデフォルトの構造体以外のオブ
ジェクト表現を利用したいアプリケーション・プログラマは、13-2ページの「オブジェ
クト・キャッシュおよびメモリー管理」を参照してください。

Oracle8iには、データベース・オブジェクト型の C構造体表現を生成するオブジェクト型ト
ランスレータ（OTT）というユーティリティがあります。たとえば、次のように宣言した型
がデータベースにあるとします。

CREATE TYPE emp_t AS OBJECT
( name       VARCHAR2(30),
  empno      NUMBER,
  deptno     NUMBER,
  hiredate   DATE,
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  salary     NUMBER);

OTTで、次の C構造体と、対応するNULL標識構造体を生成します。

struct emp_t
{
  OCIString    * name;
  OCINumber    empno;
  OCINumber    deptno;
  OCIDate      hiredate;
  OCINumber    salary;
};
typedef struct emp_t emp_t

struct emp_t_ind
{
  OCIInd     _atomic;
  OCIInd     name;
  OCIInd     empno;
  OCIInd     deptno;
  OCIInd     hiredate;
  OCIInd     salary;
};
typedef struct emp_t_ind emp_t_ind;

この構造体宣言で使用している変数型は、OCIオブジェクト・コールで採用されている特殊
な型です。OCI関数のサブセットでは、このデータ型のデータを操作します。これらの関数
は、この章の後半に説明があるほか、第 11章の「オブジェクト・リレーショナル・データ
型」でも詳しく述べられています。

これらの構造体の宣言は自動的に .hファイルに書き込まれます。このファイルの名前は
OTT入力パラメータで決定されます。このヘッダー・ファイルをアプリケーションのコー
ド・ファイルに組み込んで、オブジェクトにアクセスできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTの詳細は、第 14章の「オブジェクト型トランスレータの使用方法」を
参照してください。

NULL標識構造体の使用方法については、10-27ページの「NULL」を参照してくださ
い。
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環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化
OCIアプリケーションでオブジェクトにアクセスして操作する場合、OCIアプリケーション
の最初の OCIコールである OCIInitialize()の modeパラメータに、OCI_OBJECTの値を指定
する必要があります。modeにこの値を指定して、アプリケーションでオブジェクトを操作
することを OCIライブラリに通知します。この通知には次の重要な効果があります。

■ 「オブジェクト・ランタイム環境」の確立

■ 「オブジェクト・キャッシュ」の設定

OCIInitialize()の modeパラメータに OCI_OBJECTを設定しないと、オブジェクト関連関数
を使用しても結果はエラーになります。

クライアント側のオブジェクト・キャッシュは、プログラムのプロセス領域に割り当てられ
ます。このキャッシュは、サーバーから検索してアプリケーションで使用できるオブジェク
トのメモリーです。

注意注意注意注意 : OCI環境をオブジェクト・モードに初期化すると、実際にオブジェクト・コール
を使用するかどうかに関係なく、オブジェクト・キャッシュ用のメモリーを割り当てる
ことになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : この章全体を通して、オブジェクト・キャッシュについて言及しています。
オブジェクト・キャッシュの詳しい説明は、第 13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。

データベース接続の実行データベース接続の実行データベース接続の実行データベース接続の実行
アプリケーションでは、OCI環境を正しく初期化した後、サーバーに接続できます。これは
標準 OCI接続コールを通して達成され、詳細は 2-17ページの「OCIプログラミング・ス
テップ」に説明があります。標準 OCI接続コールを使用すると、アプリケーションでオブ
ジェクトにアクセスするための特別な配慮は必要ありません。

OCI環境ごとに、1つのオブジェクト・キャッシュだけ割り当てられます。1つの環境内で
異なる接続を通して検索または作成されたオブジェクトは、すべて同じ物理的なオブジェク
ト・キャッシュを使用します。

サーバーからのオブジェクト参照の取得サーバーからのオブジェクト参照の取得サーバーからのオブジェクト参照の取得サーバーからのオブジェクト参照の取得
アプリケーションでオブジェクトを操作するには、最初にサーバーから 1つ以上のオブジェ
クトを検索する必要があります。検索は、1つ以上のオブジェクトへの REFを戻す SQL文
を発行して行います。

注意注意注意注意 : SQL文によって、データベースから REFではなく埋込みオブジェクトをフェッチ
することもできます。詳細は、10-15ページの「埋込みオブジェクトのフェッチ」を参
照してください。

次の例では、データベース内の従業員のオブジェクト表（emp_tab）から 1つの従業員オブ
ジェクトへの REFを検索するように設計した SQL文があり、その文を格納しているテキス
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ト・ブロックをアプリケーションで宣言しています。実行時に入力変数（:emp_num）とし
て特定の従業員番号を指定します。

text *selemp = (text *) "SELECT REF(e)
                          FROM emp_tab e
                          WHERE empno = :emp_num";

アプリケーションでは、第 2章で説明したリレーショナル SQL文の操作と同じ方法でこの
文を作成し、処理します。

■ OCIStmtPrepare()を使用してアプリケーション要求を準備します。

■ 適切なバインド・コールを使用してホスト入力変数をバインドします。

■ 従業員オブジェクト参照を受け取る出力変数を宣言し、準備します。ここでは、10-8
ページの「オブジェクトの Cアプリケーションでの表現」で宣言したような従業員オブ
ジェクト参照を使います。

OCIRef  *emp1_ref = (OCIRef *) 0; /* reference to an employee object */

出力変数を定義するとき、定義コールのデータ型パラメータ dtyに SQLT_REF（REFの
データ型定数）を設定します。

■ OCIStmtExecute()で文を実行します。

■ OCIStmtFetch()を使用して結果の REFを emp1_refにフェッチします。

これで、オブジェクト参照を使用して、オブジェクトまたはデータベースからのオブジェク
トにアクセスして操作できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文の準備および実行についての一般情報は、2-17ページの「OCIプログ
ラミング・ステップ」を参照してください。REF変数のバインディングおよび定義に関
する特定の情報は、5-9ページの「拡張バインド操作」および 5-15ページの「拡張定義
操作」を参照してください。

REFの取出しおよびその確保を示すコード例については、Oracleインストレーションに
付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。詳細は、付録 Bの
「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

オブジェクトの確保オブジェクトの確保オブジェクトの確保オブジェクトの確保
フェッチを行うステップが完了すると、アプリケーションでは、オブジェクトへの REF、つ
まりポインタを取得します。この時点ではまだ実際のオブジェクトは操作できません。オブ
ジェクトを操作する前に、オブジェクトを「確保」する必要があります。オブジェクトの確
保では、オブジェクト・インスタンスをオブジェクト・キャッシュにロードすることによ
り、必要に応じて、インスタンスの属性へのアクセスおよび変更や、1オブジェクトからそ
の他のオブジェクトへの参照追跡を可能にします。アプリケーションでは、変更したオブ
ジェクトをいつサーバーに書き込むかも制御できます。
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注意注意注意注意 : この項目では、一度に単一のオブジェクトを確保する単純な操作の例を示します。
複合オブジェクト検索を通しての複数のオブジェクトの取出しは、10-19ページの「複
合オブジェクト検索」を参照してください。

アプリケーションでオブジェクトを確保するには、関数 OCIObjectPin()をコールします。こ
の関数のパラメータで、オブジェクトの「確保オプション」、「確保継続時間」、および
「ロック・オプション」を指定できます。

次のサンプル・コードは、前の項目で検索した従業員参照を確保する操作を示しています。

if (OCIObjectPin(env, err, &emp1_ref, (OCIComplexObject *) 0, 
     OCI_PIN_ANY, 
     OCI_DURATION_TRANS, 
     OCI_LOCK_X,  &emp1) != OCI_SUCCESS)
     process_error(err);

この例では、process_error()はエラー処理関数を表しています。OCIObjectPin()関数で、
OCI_SUCCESS以外の値が戻された場合、このエラー処理関数がコールされます。
OCIObjectPin()関数のパラメータは次のとおりです。

■ envは環境ハンドルです。

■ errは OCIエラー・ハンドルです。

■ emp1_refは、SQLによって検索された参照です。

■ (OCIComplexObject *) 0は、この確保操作で複合オブジェクト検索を行わないこと
を示します。

■ OCI_PIN_ANYは確保オプションです。詳細は 13-7ページの「オブジェクト・コピーの
確保」を参照してください。

■ OCI_DURATION_TRANSは確保継続時間です。詳細は、「オブジェクトの継続時間」
13-14ページを参照してください。

■ OCI_LOCK_Xはロック・オプションです。詳細は、13-12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。

■ emp1は出力パラメータで、確保したオブジェクトへのポインタを戻します。

これでオブジェクトが確保され、OCIアプリケーションでは、そのオブジェクトを変更でき
ます。この単純な例では、オブジェクトは他のオブジェクトへの参照を含んでいません。イ
ンスタンスからインスタンスへのナビゲーション例は、13-18ページの「単純なオブジェク
ト・ナビゲーション」を参照してください。

配列確保配列確保配列確保配列確保
OCIアプリケーションでは、OCIObjectArrayPin()をコールすることによって、参照の配列に
対してオブジェクトの配列を確保できます。参照は、異なる種類のオブジェクトを指すこと
ができます。
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オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作
これでオブジェクトが確保され、OCIアプリケーションでは、その属性を変更できます。
OCIには、オブジェクト型構造体のデータ型を操作する一連の関数である、OCIデータ型
マッピングおよび操作関数があります。

注意注意注意注意 : オブジェクト・キャッシュで確保したオブジェクトに対する変更は、オブジェク
トのコピー（インスタンス）にだけ影響し、データベースにある元のオブジェクトには
影響しません。アプリケーションで行った変更をデータベースに反映するには、変更内
容をサーバーにフラッシュまたはコミットする必要があります。詳細は、10-14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。

たとえば、従業員給与を増額できるよう前項で従業員オブジェクトを確保したとします。ま
た、この会社では、入社して 180日間未満の従業員には、年間昇給率が案分比例されるとし
ます。

この例の場合、従業員の入社日にアクセスし、現在の日付の 180日前より前か後をチェック
する必要があります。その計算を基盤として、従業員の給与を $5000（180日以上前）また
は $3000（180日以内）分増額します。次のページのサンプル・コードでは、このプロセス
を示しています。

データ型マッピングおよび操作関数で操作できるのは特定のいくつかのデータ型であり、int
型などのその他の型は、適切な OCI型に変換しなければ計算で使用できないことに注意して
ください。

/* assume that sysdate has been fetched into sys_date, a string. */
/* emp1 and emp1_ref are the same as in previous sections. */
/* err is the OCI error handle. */
/* NOTE: error handling code is not included in this example. */

sb4 num_days;        /* the number of days between today and hiredate */
OCIDate curr_date;          /* holds the current date for calculations */
int raise;   /* holds the employee's raise amount before calculations */
OCINumber raise_num;       /* holds employee's raise for calculations */
OCINumber new_sal;                 /* holds the employee's new salary */

/* convert date string to an OCIDate */
OCIDateFromText(err, (text *) sys_date, (ub4) strlen(sys_date), (text *) 
          NULL, (ub1) 0, (text *) NULL, (ub4) 0, &curr_date);

  /* get number of days between hire date and today */
OCIDateDaysBetween(err, &curr_date, &emp1->hiredate, &num_days);

/* calculate raise based on number of days since hiredate */
if num_days > 180
    raise = 5000
else
    raise = 3000;
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/* convert raise value to an OCINumber */
OCINumberFromInt(err, (dvoid *)&raise, (uword)sizeof(raise),      
                 OCI_NUMBER_SIGNED, &raise_num);

/* add raise amount to salary */
OCINumberAdd(err, &raise_num, &emp1->salary, &new_sal);
OCINumberAssign(err, &new_sal, &emp1->salary);

この例は、値をパラメータとして OCIデータ型マッピングおよび操作関数に渡す前に、どの
ように OCIデータ型（OCIDateや OCINumberなど）に変換するかを示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIデータ型およびデータ型マッピング、およびその操作関数については、
第 11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。

オブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュ
前の項の例では、オブジェクト・インスタンスの属性を変更しました。ただし、この時点で
は変更はクライアント側のオブジェクト・キャッシュにだけ存在しています。変更をデータ
ベースに確実に書き込むために、アプリケーションで特定のステップを実行する必要があり
ます。

最初のステップでは、オブジェクトが変更されたことを指示します。これは、
OCIObjectMarkUpdate()関数を使用して行います。この関数は、オブジェクトに使用済み
（変更あり）とマークします。

使用済みフラグが設定されているオブジェクトは、変更をデータベースに記録するために、
サーバーにフラッシュする必要があります。次の 3つの方法でこれを実行します。

■ 単一の使用済みオブジェクトは、OCIObjectFlush()をコールしてフラッシュします。

■ OCICacheFlush()を使用して、キャッシュ全体をフラッシュします。この場合、キャッ
シュで管理されている使用済みリストが OCIによって走査され、使用済みオブジェクト
がサーバーにフラッシュされます。

■ OCITransCommit()をコールして、トランザクションをコミットします。この方法でも、
使用済みリストが走査されてオブジェクトがサーバーにフラッシュされます。

フラッシュ命令は、キャッシュの永続オブジェクトだけに作用します。一時オブジェクトは
サーバーにフラッシュされません。

オブジェクトをサーバーにフラッシュすることで、データベースのトリガーをアクティブに
することができます。実際、アプリケーションでオブジェクトを明示的にフラッシュし、
サーバー側のトリガーを起動する必要がある場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCITransCommit()の詳細は、8-2ページの「トランザクション」を参照して
ください。

一時および映像オブジェクトについては、10-30ページの「オブジェクトの作成」を参
照してください。
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「使用済み」などのオブジェクトのメタ属性の照会およびチェックについては、10-16
ページの「オブジェクトのメタ属性」を参照してください。

埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ
使用しているアプリケーションで、埋込みオブジェクト・インスタンス（オブジェクト表で
なく、通常の表の列に格納されたオブジェクト）をフェッチする必要がある場合、10-10
ページの「サーバーからのオブジェクト参照の取得」で説明する REF取出し機能は使えませ
ん。埋込みインスタンスにはオブジェクト識別子がないので、埋込みインスタンスへの REF
は入手できません。これは埋込みインスタンスがオブジェクト・ナビゲーションの基礎とし
て機能しないことを意味します。しかし、アプリケーションで埋込みインスタンスをフェッ
チすることが必要な状況は数多くあります。

たとえば、address型が作成されたとします。

CREATE TYPE address AS OBJECT
( street1             varchar2(50),
  street2             varchar2(50),
  city                varchar2(30),
  state               char(2),
  zip                 number(5))

その型を、他の表で列のデータ型として使用することができます。

CREATE TABLE clients
( name          varchar2(40),
  addr          address)

OCIアプリケーションで次の SQL文を発行します。

SELECT addr FROM clients
WHERE name='BEAR BYTE DATA MANAGEMENT'

この文は、clients表の埋込みオブジェクト addressを戻します。アプリケーションで
は、このオブジェクトの属性値を別の処理で使用できます。

アプリケーションでは、第 2章で説明したリレーショナル SQL文の操作と同じ方法でこの
文を作成し、処理します。

■ OCIStmtPrepare()を使用してアプリケーション要求を準備します。

■ 適切なバインド・コールを使用して入力変数をバインドします。

■ addressインスタンスを受け取る出力変数を定義します。10-8ページの「オブジェクト
の Cアプリケーションでの表現」で説明するとおり、OTTで生成されたオブジェクト
型の C構造体表現を使います。

addr1      *address; /* variable of the address struct type */
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出力変数を定義するときは、定義コールのデータ型パラメータ dtyに、SQLT_NTY（名
前付きデータ型のデータ定義定数）を設定する必要があります。

■ OCIStmtExecute()で文を実行します。

■ OCIStmtFetch()を使用して結果のインスタンスを addr1にフェッチします。

10-13ページの「オブジェクト属性の操作」で説明するとおり、インスタンスの属性にアク
セスするか、インスタンスを別の SQL文の入力パラメータとして渡せます。

注意注意注意注意 : 埋込みインスタンスに行う変更は、SQL UPDATE文を実行する場合のみ永続的に
できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文の準備および実行については、2-17ページの「OCIプログラミング・
ステップ」を参照してください。

オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性
オブジェクトのメタ属性は、アプリケーションまたはオブジェクト・キャッシュに、オブ
ジェクトのステータスに関する情報を提供するフラグの役割をします。たとえば、オブジェ
クトのメタ属性の 1つとして、オブジェクトがサーバーにフラッシュ済みかどうかを示す属
性があります。これは、アプリケーションでインスタンスの動作を制御するのに役立ちま
す。

永続オブジェクトのインスタンスと一時オブジェクトのインスタンスには、それぞれ異なる
メタ属性があります。永続オブジェクトのメタ属性は、さらに永続メタ属性と一時メタ属性
に分かれます。一時メタ属性は、インスタンスがメモリー内にあるときにだけ存在します。
永続メタ属性は、サーバーに格納されているオブジェクトにも適用されます。

永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性
次の表は、スタンドアロン永続オブジェクトのメタ属性を示しています。

永続オブジェクトのメタ属永続オブジェクトのメタ属永続オブジェクトのメタ属永続オブジェクトのメタ属
性性性性 意味意味意味意味

既存 オブジェクトが存在しているか

NULL インスタンスの NULL情報

ロック オブジェクトはロックされているか

使用済み オブジェクトが「使用済み」とマークされているか

一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性

確保済み オブジェクトは確保済みか

割当て継続時間 13-14ページの「オブジェクトの継続時間」を参照

確保継続時間 13-14ページの「オブジェクトの継続時間」を参照
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注意注意注意注意 : 埋込み永続オブジェクトの属性は、一時属性であるNULLと割当て継続時間だけ
です。

OCIは、アプリケーションでオブジェクトのあらゆる属性のステータスをチェックできる
OCIObjectGetProperty()機能を提供します。関数の構文は次のとおりです。

sword OCIObjectGetProperty ( OCIEnv              *envh, 
                             OCIError            *errh, 
                             CONST dvoid         *obj, 
                             OCIObjectPropId     propertyId,
                             dvoid               *property, 
                             ub4                 *size );

propertyIdおよび propertyパラメータは、あらゆるプロパティまたは属性に関する情報の検
索に使われます。

異なるプロパティ idsと、対応するプロパティ引数の型は以下のとおりです。詳細は、16-26
ページの「OCIObjectGetProperty()」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_LIFETIME
与えられたオブジェクトが、永続オブジェクト、一時オブジェクトまたはインスタンス値の
どれかを識別します。プロパティ引数は、OCIObjectLifetime型の変数を指すポインタでな
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
これでオブジェクトが存在する表のスキーマ名を戻します。与えられたオブジェクトが、一
時的な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。入力バッファにス
キーマ名を保持できるスペースがない場合、エラーが戻され、エラー・メッセージに必要な
サイズが表示されます。成功すると、戻されたスキーマ名のサイズが sizeを通じてバイト数
で戻されます。プロパティ引数は型 textの配列で、sizeはバイトによる要求ごとの配列のサ
イズに設定する必要があります。

OCI_OBJECTPROP_TABLE
これでオブジェクトが存在する表名を戻します。与えられたオブジェクトが、一時的なイン
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。入力バッファに表名を保持で
きるスペースがない場合、エラーが戻され、エラー・メッセージに必要なサイズが表示され
ます。成功すると、戻された表名のサイズが sizeを通じてバイト数で戻されます。プロパ
ティ引数は型 textの配列で、sizeはバイトによる要求ごとの配列のサイズに設定する必要が
あります。 
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OCI_OBJECTPROP_PIN_DURATION
これでオブジェクトの確保継続時間を戻します。与えられたオブジェクトが値インスタンス
をポイントする場合、エラーが戻されます。プロパティ引数は、OCIDuration型の変数を
指すポインタでなければなりません。有効値には次があります。

■ OCI_DURATION_SESSION

■ OCI_DURATION_TRANS

継続時間については、13-14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
これでオブジェクトの割当て継続時間を戻します。プロパティ引数は、OCIDuration型の
変数を指すポインタでなければなりません。有効値には次があります。

■ OCI_DURATION_SESSION

■ OCI_DURATION_TRANS

継続時間については、13-14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
これでオブジェクトのロック・ステータスを戻します。可能なロック・ステータスは、
OCILockOptで計数値です。与えられたオブジェクトが、一時的な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。プロパティ引数は、OCILockOpt型の変数を指す
ポインタでなければなりません。オブジェクトのロック・ステータスも、
OCIObjectIsLocked()を要求して取得できます。

OCI_OBJECTPROP_MARKSTATUS
これで使用済みステータスを戻し、オブジェクトが新規オブジェクトか、更新済みオブジェ
クト、削除済みオブジェクトのどれかを示します。与えられたオブジェクトが、一時的なま
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。プロパティ引数は、
OCIObjectMarkStatus型でなくてはなりません。有効値には次があります。

■ OCI_OBJECT_NEW

■ OCI_OBJECT_DELETED

■ OCI_OBJECT_UPDATED

オブジェクトのマーク・ステータスのテストに、次のマクロを使えます。

■ 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
指定するオブジェクトがビュー・オブジェクトかどうかを識別します。戻されるプロパティ
値が TRUEの場合、オブジェクトがビューであることを示します。与えられたオブジェクト
が、一時的な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。プロパティ
引数は、型ブールでなければなりません。

その他の属性関数その他の属性関数その他の属性関数その他の属性関数
次の表に示すように、OCIには、アプリケーションでこれらの属性を直接的または間接的に
設定あるいはチェックできるルーチンが提供されています。

一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性
一時オブジェクトには次の一時属性があります。一時オブジェクトに永続属性はありませ
ん。

複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索
ここまでの例は、一度に 1つのインスタンスだけのフェッチまたは確保を行う例でした。そ
の場合、オブジェクトを検索するためのサーバー往復が、確保操作ごとに別個に発生しま
す。

オブジェクト指向アプリケーションでは、相互に関連したオブジェクトの集合として問題を
モデル化することがよくあります。それらのオブジェクトは、オブジェクトのグラフを形成
します。アプリケーションでは、初期のオブジェクトの集合の一部を起動してオブジェクト

メタ属性メタ属性メタ属性メタ属性 設定に使用する関数設定に使用する関数設定に使用する関数設定に使用する関数 チェックに使用する関数チェックに使用する関数チェックに使用する関数チェックに使用する関数

NULL <none> OCIObjectGetInd()

存在 <none> OCIObjectExists()

ロック OCIObjectLock() OCIObjectIsLocked()

使用済み OCIObjectMark() OCIObjectIsDirty()

一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性 意味意味意味意味

既存 オブジェクトが存在しているか

確保済み オブジェクトはアプリケーションによってアクセスされる
か

使用済み オブジェクトが「使用済み」とマークされているか

NULL インスタンスの NULL情報

割当て継続時間 13-14ページの「オブジェクトの継続時間」を参照

確保継続時間 13-14ページの「オブジェクトの継続時間」を参照
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を処理し、それら初期のオブジェクトの参照を使用して残りのオブジェクトを走査します。
クライアント /サーバー設定では、走査のたびにオブジェクトをフェッチするためのネット
ワーク往復が発生し、非効率です。

アプリケーションでオブジェクトを処理するとき、複合オブジェクト検索（COR）を行うと
パフォーマンスが向上します。これはプリフェッチ・メカニズムであり、アプリケーション
では、このメカニズムを使用して、リンクされた一連のオブジェクトを 1回の操作で検索す
るための基準を指定します。

注意注意注意注意 : 次に説明するとおり、事前にフェッチされたオブジェクトがすべて確保されてい
るとは限りません。それらはオブジェクト・キャッシュ内にフェッチされるため、後続
の確保コールはローカル操作で行われます。

「複合オブジェクト」は、ルート・オブジェクトと、指定の「ネスト・レベル」に基づいて
それぞれプリフェッチされる一連のオブジェクトで構成される、論理的に関連したオブジェ
クトの集まりです。「ルート・オブジェクト」は、明示的にフェッチまたは確保されます。
ネスト・レベルは、複合オブジェクトのルート・オブジェクトから指定のプリフェッチ対象
オブジェクトまで最短で走査した場合の参照の数です。

アプリケーションで複合オブジェクトを指定するときは、複合オブジェクトの内容と境界を
記述します。複合オブジェクトのフェッチは、環境のプリフェッチ制限、およびオブジェク
ト・キャッシュ内の使用可能なメモリーの量によって制約されます。

注意注意注意注意 : CORは、パフォーマンスを改善するだけであり、機能を追加するものではないの
で、使用しないことも可能です。

例として、次の型宣言があるとします。

CREATE TYPE customer(...);
CREATE TYPE line_item(...);
CREATE TYPE line_item_varray as VARRAY(100) of REF line_item;
CREATE TYPE purchase_order AS OBJECT
( po_number         NUMBER,
  cust              REF customer,
  related_orders    REF purchase_order,
  line_items        line_item_varray)

purchase_order型は、スカラー値 po_number、明細品目（line_items）の VARRAY、
そして 2つの参照を含みます。1つは customer型への参照、もう 1つは purchase_
order型への参照であり、この型がリンク済みリストとして組み込まれることを示していま
す。

複合オブジェクトをフェッチする場合は、アプリケーションで次の指定をする必要がありま
す。

1. 目的のルート・オブジェクトへの REF。

2. 複合オブジェクトの境界を指定するための一組以上の型およびネストの情報。型情報は
CORでたどる REF属性を指示し、ネスト・レベルはリンクをたどるレベル数を指示し
ます。
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前述の購入オーダー（purchase_order）オブジェクトの場合は、アプリケーションで次の指
定をする必要があります。

1. ルート購入オーダー・オブジェクトへの REF。

2. cust、related_ordersまたは line_itemsについての一組以上の型およびネスト
の情報。

購入オーダーをフェッチするアプリケーションでは、購入オーダーを出した顧客の情報にア
クセスすることも十分考えられます。単純なナビゲーションでは、2つのオブジェクトを
フェッチするためにサーバーに 2回アクセスすることが必要です。複合オブジェクト検索に
よって、購入オーダーを確保するときに顧客をプリフェッチできます。この場合、複合オブ
ジェクトは、購入オーダーのオブジェクトと参照する顧客のオブジェクトから成り立ちま
す。

前の例では、アプリケーションは purchase_order REFを指定し、cust REF属性をネス
ト・レベル 1までたどるように指示します。

1. REF(PO object)

2. {(customer, 1)}

アプリケーションで、purchase_orderオブジェクトと、オブジェクト・グラフに含まれ
るすべてのオブジェクトをプリフェッチする必要がある場合、custおよび related_
ordersは両方とも、最大のネスト・レベルまでたどるようにアプリケーションで指示しま
す。

1. REF(PO object)

2. {(customer, 1), (purchase_order, UB4MAXVAL)}

UB4MAXVALは、ルート・オブジェクトから参照を通して到達できる指定の型のオブジェク
トすべてのプリフェッチを指定します。

アプリケーションで、POおよび関連する明細品目すべてをフェッチする場合は、次の指定
をします。

1. REF(PO object)

2. {(line_item, 1)}

アプリケーションでは、REFを通して特定の深さまで到達できる（推移閉包）オブジェクト
すべてをフェッチすることも選択できます。そのためには、目的の深さをレベル・パラメー
タとして設定する必要があります。前述の 2つの例では、それぞれアプリケーションで (PO 
object REF, UB4MAXVAL)と (PO object REF, 1)を指定して、必要なオブジェクト
をプリフェッチすることもできます。そう指定した場合、多数のフェッチが余計に発生しま
すが、指定が非常に簡単であり、サーバー往復が 1回だけですみます。
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オブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチ
複合オブジェクトを指定してフェッチした後に行う、複合オブジェクトに含まれるオブジェ
クトのフェッチでは、ネットワーク往復は発生しません。これは、オブジェクトがすでにプ
リフェッチ済みであり、オブジェクト・キャッシュ内にあるためです。プリフェッチするオ
ブジェクトが多すぎると、オブジェクト・キャッシュがあふれることがあるので注意が必要
です。オブジェクト・キャッシュがあふれると、アプリケーションですでに確保している他
のオブジェクトがキャッシュから押し出され、パフォーマンスの改善ではなく逆に低下につ
ながることがあります。

注意注意注意注意 : プリフェッチ済みのオブジェクトをすべて保持するだけのメモリーがキャッシュ
にない場合、オブジェクトの一部がプリフェッチされない場合があります。アプリケー
ションでは、後でそれらのオブジェクトにアクセスするとき、ネットワーク往復が発生
します。

すべてのプリフェッチ対象オブジェクトに対して、SELECT権限が必要です。複合オブジェ
クト内のオブジェクトに対する SELECT権限がアプリケーションにない場合、そのオブジェ
クトはフェッチできません。 

OCIでの複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現
複合オブジェクト（COR）の場合、アプリケーションでルート・オブジェクトをフェッチす
るときに複合オブジェクトのプリフェッチができます。単純オブジェクトに対して使用する
のと同じ OCIObjectPin()関数に、複合オブジェクト指定を渡します。

アプリケーションで、複合オブジェクト検索ハンドルを使用して、複合オブジェクト検索の
パラメータを指定します。このハンドルは、OCIComplexObject型であり、その他の OCI
ハンドルと同じ方法で割り当てます。

複合オブジェクト検索ハンドルの内容は、複合オブジェクト検索記述子のリストです。複合
オブジェクト検索記述子は、OCIComplexObjectComp型であり、その他の OCI記述子と
同じ方法で割り当てます。

各 COR記述子には、型 REFとネスト・レベルが含まれています。型 REFでは、複合オブ
ジェクトを組み立てるときにたどる参照の型を指定します。ネスト・レベルでは、特定の型
の参照をどこまでたどるかを指示します。ネスト・レベルの最大値は、整数値または定数
UB4MAXVALを指定します。

アプリケーションでは、型パラメータとネスト・レベル・パラメータの COR記述子を作成
しないで、CORハンドルにネスト・レベルを指定することもできます。この場合、すべて
の REFについて、CORハンドルに指定されたネスト・レベルまでたどります。また、要求
があったときに個別にコレクション属性がフェッチされる（ライン外）かどうかも、COR
ハンドルで指定できます。デフォルトでは、コレクション属性は、それを含むオブジェクト
とともにフェッチされます（インライン）。 

アプリケーションで CORハンドルの属性を設定するには、OCIAttrSet()を使用します。次
の属性があります。

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_LEVEL - ネスト・レベル
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OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_COLL_OUTOFLINE - オブジェクト型のコレクション
属性をライン外でフェッチ

アプリケーションで、OCIDescriptorAlloc()を使用して COR記述子を割り当て、次の属性を
設定できます。

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE - 型 REF

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_LEVEL - 上記の型の参照に用いるネスト・レベ
ル

これらの属性を設定すると、アプリケーションでは OCIParamSet()をコールして記述子を複
合オブジェクト検索ハンドルに設定します。ハンドルにはハンドルの記述子の数を指定する
OCI_ATTR_PARAM_COUNT属性があります。この属性は OCIAttrGet()で読み込めます。

ハンドルに記述子を挿入した後、ハンドルを OCIObjectPin()コールに渡してルート・オブ
ジェクトを確保し、複合オブジェクトの残りのオブジェクトのプリフェッチを行います。

複合オブジェクト検索ハンドルと記述子は、必要がなくなったとき、明示的に解放する必要
があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ハンドルおよび記述子については、2-6ページの「ハンドル」および 2-14
ページの「記述子およびロケータ」を参照してください。

CORプリフェッチプリフェッチプリフェッチプリフェッチ
アプリケーションでは、ルート・オブジェクトのフェッチ時に複合オブジェクトを指定しま
す。プリフェッチ対象オブジェクトは、指定のルート・オブジェクトを基点とするオブジェ
クトのグラフに対して、幅優先走査を実行することによって取得されます。走査は、必要な
オブジェクトがすべてプリフェッチされたとき、またはプリフェッチ済みオブジェクトの合
計サイズが「プリフェッチ制限」を超えたときに停止します。

CORインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
複合オブジェクトをフェッチするためのインタフェースは、OCI確保インタフェースです。
アプリケーションは、初期化済みの CORハンドルを OCIObjectPin()に（またはハンドルの
配列を OCIObjectArrayPin()に）渡して、ルート・オブジェクト、および CORハンドルで指
定したプリフェッチ対象オブジェクトをフェッチすることができます。

sword OCIObjectPin ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     OCIRef              *object_ref,
                     OCIComplexObject    *corhdl,
                     OCIPinOpt           pin_option, 
                     OCIDuration         pin_duration, 
                     OCILockOpt          lock_option,
                     dvoid               **object );

sword OCIObjectArrayPin ( OCIEnv            *env, 
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                          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 );

CORの使用時には、以下の点について留意してください。

1. NULLの CORハンドル引数は、デフォルトでルート・オブジェクトだけを確保する。

2. ルート・オブジェクト型でネスト・レベル 0の CORハンドルは、ルート・オブジェク
トだけをフェッチする。つまり、NULLの CORハンドルに相当します。

3. ロック・オプションは、ルート・オブジェクトだけに適用される。 

注意注意注意注意 : プリフェッチ対象オブジェクトのロック・オプションを指定するために、アプリ
ケーションでは配列インタフェース（OCIObjectArrayPin()）を使用して、複合オブジェ
クト内のオブジェクトすべてにアクセスし、REFの配列を作成し、個別の往復で複合オ
ブジェクト全体をロックできます。

CORの例の例の例の例
次の例では、複合オブジェクト検索を行うためにアプリケーション・プログラムを修正する
方法を詳しく説明します。

購入発注とそれに関連する明細品目を表示するアプリケーションを考えてみます。太字の
コードでこの処理を実行します。残りのコードでは、プリフェッチの複合オブジェクト検索
を使用するため、アプリケーションのパフォーマンスを改善します。

OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCIRef *liref;
OCIRef *poref;
OCIIter *itr;
boolean  eoc;
purchase_order *po = (purchase_order *)0;
line_item *li = (line_item *)0;
OCISvcCtx *svchp;
OCIComplexObject *corhp;
OCIComplexObjectComp *cordp;
OCIType *litdo;
ub4 level = 0; 

/* get COR Handle */
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OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &corhp, (ub4) 
                OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT, 0, (dvoid **)0); 

/* get COR descriptor for type line_item */
OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &cordp, (ub4) 
                OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 0, (dvoid **) 0); 

/* get type of line_item to set in COR descriptor */
OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (const text *) 0, (ub4) 0, 
                const text *) "LINE_ITEM", (ub4) strlen((const char *) 
                "LINE_ITEM"), OCI_DURATION_SESSION, &litdo);

/* set line_item type in COR descriptor */
OCIAttrSet( (dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 
                dvoid *) litdo, (ub4) sizeof(dvoid *), (ub4) 
               OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE, (OCIError *) errhp);
level = 1;

/* set depth level for line_item_varray in COR descriptor */
OCIAttrSet( (dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP,
             (dvoid *) &level, (ub4) sizeof(ub4), (ub4) 
            OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE_LEVEL, (OCIError *) errhp);

/* put COR descriptor in COR handle */
OCIParamSet(corhp, OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT, &errhp, cordp, 
                OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 1);

/* pin the purchase order */
OCIObjectPin(envhp, errhp, poref, corhp, OCI_PIN_LATEST, 
                  OCI_REFRESH_LOADED, OCI_DURATION_SESSION, 
                  OCI_LOCK_NONE, (ub2) 1, (dvoid **)&po)

/* free COR descriptor and COR handle */
OCIDescriptorFree((dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP);
OCIHandleFree((dvoid *) corhp, (ub4) OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT);

/* iterate and print line items for this purchase order */
OCIIterCreate(envhp, errhp, po.line_items, &itr);

/* get first line item */
OCIIterNext(envhp, errhp, itr, &liref, (dvoid **)0, &eoc);
while (!eoc)        /* not end of collection */
{
/* pin line item */
 OCIObjectPin(envhp, errhp, liref, (dvoid *)0, OCI_PIN_RECENT, 
                     OCI_REFRESH_LOADED, OCI_DURATION_SESSION, 
                    OCI_LOCK_NONE, (ub2) 1, (dvoid **)&li);
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  display_line_item(li);

/* get next line item */
OCIIterNext(envhp, errhp, itr, &liref, (dvoid **)0, &eoc);
}

OCIとととと SQLのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセス
アプリケーションでオブジェクト（オブジェクト参照を介して相互に関連）のグラフを操作
する必要がある場合は、オブジェクトへのアクセスに、SQLインタフェースよりも OCIイ
ンタフェースを使う方が効率的です。SQLインタフェースを使ってオブジェクトのグラフを
検索すると、複数の SELECT文の実行、つまり、複数のネットワーク・ラウンドトリップが
必要になる可能性があります。OCIによって提供される複合オブジェクト検索機能を使う
と、アプリケーションは 1つの OCIObjectPin()コール内でオブジェクトのグラフを検索でき
ます。 

アプリケーションでオブジェクトのグラフを検索し、それをユーザーとの対話を基に変更し
て、その変更をデータベース内に持続させたい場合の更新ケースを考えてみます。SQLイン
タフェースを使うと、アプリケーションではオブジェクトのグラフを変更するために複数の
UPDATE文を実行する必要があります。変更に新しいオブジェクトの作成と既存のオブ
ジェクトの削除が含まれる場合は、対応する INSERTおよび DELETE文も実行する必要が
あります。さらに、アプリケーションでは、INSERT/UPDATE/DELETE文の実行に必要な
ため、表名の変更記録などのさらに多くの情報を記録する必要があります。 

OCIの OCICacheFlush()関数を使うと、アプリケーションですべての変更（オブジェクトの
挿入、削除および更新）を単一の操作でフラッシュできます。OCIでは、すべてが記録され
るので、アプリケーション側のコーディングが少なくてすみます。このため、オブジェクト
のグラフの操作には、OCIを使うと効率的なだけでなく使いやすいインタフェースが提供さ
れます。 

アプリケーションがオブジェクトの REFを使って、オブジェクトをフェッチする必要がある
ような別の場合を考えてみます。OCIでは、この処理は、OCIObjectPin()コールによってオ
ブジェクトを確保することによって行います。SQLインタフェースでは、SELECT文内の
REFを間接参照する（SELECT DEREF(ref) from tbl;）ことによって行います。同じ
REF（同じオブジェクトへの参照）がトランザクション内で複数回間接参照されるような状
況について考えてみます。OCI_PIN_RECENTオプションとともに OCIObjectPin()をコール
すると、トランザクションに対してオブジェクトがサーバーから 1度だけフェッチされ、同
じ REFで確保が繰り返し行われる結果、すでにキャッシュ内に確保されたオブジェクトへの
ポインタが返されます。SQLインタフェースの場合は、SELECT DEREF...文の実行の度に
サーバーからオブジェクトがフェッチされるため、サーバーへの複数のラウンドトリップ
と、同じオブジェクトの複数のコピーが必要になります。 

最後に、アプリケーションで参照不可能なオブジェクトをフェッチする必要がある場合につ
いて考えます。たとえば、次のとおりです。

CREATE TABLE department 
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( 
deptno number, 
deptname varchar2(30), 
manager employee_t 
); 

employee_tマネージャ列に格納されたインスタンスは、参照不可能です。マネージャ列イ
ンスタンスをフェッチするには、SQLインタフェースだけが使えます。しかし、
employee_tに REF属性がある場合は、OCIコールを使って REFをナビゲートできます。

確保カウントおよび確保解除確保カウントおよび確保解除確保カウントおよび確保解除確保カウントおよび確保解除
オブジェクト・キャッシュ内の各オブジェクトには、確保カウントが関連付けられていま
す。本来、確保カウントはオブジェクトに並行アクセスするコード・モジュールの数を表し
ます。オブジェクトを初めてキャッシュに確保したときに、確保カウントを 1に設定しま
す。複合オブジェクト検索でプリフェッチ対象オブジェクトをオブジェクト・キャッシュに
入れた時点では、オブジェクトの確保カウントは 0（ゼロ）です。

すでに確保されているオブジェクトを確保することができます。そうすると、確保カウント
が 1増えます。プロセスでオブジェクトの使用が終了したとき、OCIObjectUnpin()を使用し
て「確保解除」を行う必要があります。このコールによって確保カウントが 1減ります。

オブジェクトの確保カウントが 0（ゼロ）になった場合、必要があればオブジェクトを
キャッシュから出し、オブジェクトが占めているメモリー領域を解放できます。

オブジェクトの確保カウントは、OCIObjectPinCountReset()をコールして、明示的に 0（ゼ
ロ）に設定できます。

アプリケーションでは OCICacheUnpin()をコールして、キャッシュ内にある特定の接続に関
連した全オブジェクトを確保解除できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 確保カウントが 0（ゼロ）のオブジェクトがキャッシュから削除される条件
については、13-9ページの「オブジェクト・コピーの開放」を参照してください。

オブジェクトまたはキャッシュ全体の明示的なフラッシュについては、10-14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。

期限切れのためにキャッシュから出されるオブジェクトについては、13-9ページの「オ
ブジェクト・コピーの開放」を参照してください。

NULL
データベースの表で行の列に値がない場合、その列は NULLである、または NULLを含む
といいます。2種類のNULLがオブジェクトに適用できます。

■ オブジェクトの属性はすべて、NULL値を持つことができます。これはオブジェクトの
属性の値が不明であることを意味します。
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■ オブジェクトのインスタンスは、「アトミック NULL」にできます。これはオブジェク
ト全体の値が不明なことを意味します。

アトミック NULLとは、オブジェクトが存在しないということではありません。アトミック
NULLのインスタンスは、値が不明なだけで、存在はしています。つまり、データを持たな
いオブジェクトとして考えることができます。

OCIでオブジェクトを操作するとき、アプリケーションでは、使用する各オブジェクト型の
「NULL標識構造体」を定義できます。通常そのために必要なのは、OTTで生成した NULL
標識構造体を構造体宣言とともに組み込むことだけです。OTTの出力ヘッダー・ファイルを
組み込むと、アプリケーションで NULL標識構造体を使用できるようになります。

各型について、NULL標識構造体の内容は、アトミック NULL標識（OCIInd）とインスタ
ンスの各属性の NULL標識です。型にオブジェクト属性がある場合、NULL標識構造体に
は、その属性の NULL標識構造体が含まれます。次の例では、対応するNULL標識構造体
で C表現を示しています。

struct address
{
   OCINumber    no;
   OCIString    *street; 
   OCIString    *state;
   OCIString    *zip;
};
typedef struct address address;

struct address_ind
{
  OCIInd    _atomic;
  OCIInd    no;
  OCIInd    street;
  OCIInd    state;
  OCIInd    zip;
};
typedef struct address_ind address_ind;
    

struct person 
{
   OCIString      *fname;
   OCIString      *lname;
   OCINumber      age;
   OCIDate        birthday;
   OCIArray       *dependentsAge;
   OCITable       *prevAddr;
   OCIRaw         *comment1;
   OCILobLocator  *comment2;
   address        addr;
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   OCIRef         *spouse;
};
typedef struct person person;
    
struct person_ind
{
  OCIInd        _atomic;
  OCIInd        fname;
  OCIInd        lname;
  OCIInd        age;
  OCIInd        birthday;
  OCIInd        dependentsAge;
  OCIInd        prevAddr;
  OCIInd        comment1;
  OCIInd        comment2;
  address_ind   addr;
  OCIInd        spouse;
};
typedef struct person_ind person_ind;

注意注意注意注意 : person_indの dependentsAgeフィールドは、personの配列
dependentsAgeフィールド全体がアトミック NULLかどうかを示します。
dependentsAgeフィールドの個々の要素のNULL情報は、OCICollGetElem()のコール
の elemindパラメータを通して検索できます。同様に、person_indの prevAddr
フィールドは、ネストした表（personの prevAddrフィールド）全体がアトミック
NULLかどうかを示します。prevAddrフィールドの個々の要素のNULL情報は、
OCICollGetElem()のコールの elemindパラメータを通して検索できます。 

オブジェクト型インスタンスでは、NULL標識構造体の最初のフィールドがアトミック
NULL標識で、残りのフィールドは、レイアウトがオブジェクト型インスタンスの属性に似
ている属性 NULL標識です。 

アプリケーションでは、アトミック NULL標識の値をチェックすることで、インスタンスが
アトミック NULLかどうかをテストできます。また、その他のインスタンスをチェックする
ことで、次のコード・サンプルで示すように、アプリケーションでその属性の NULL状態を
テストできます。

person_ind *my_person_ind
if ( my_person_ind -> _atomic = OCI_IND_NULL)
{
    /* instance is atomically null */
}
if ( my_person_ind -> fname = OCI_IND_NULL)
{
    /* fname attribute is NULL */
}
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上記の例では、アトミック NULL標識、または属性の NULL標識の 1つが事前定義済みの
値 OCI_IND_NULLと比較され、NULL状態がテストされます。この比較では、事前定義済
みの次の値が使用可能です。

■ OCI_IND_NOTNULL。値が NULLでないことを示します。

■ OCI_IND_NULL。値が NULLであることを示します。

■  OCI_IND_BADNULL。囲みオブジェクト（または、親オブジェクト）が NULLである
ことを示します。この値は PL/SQLで使用され、INVALID_NULLとしても参照されま
す。たとえば、型インスタンスが NULLの場合、その属性は INVALID_NULLです。

16-37ページの「OCIObjectGetInd()」関数を使用して、オブジェクトの NULL標識構造体の
検索や、記憶域の割当てができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTで生成する NULL標識構造体の詳細は、第 14章の「オブジェクト型ト
ランスレータの使用方法」を参照してください。

オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
OCIアプリケーションでは、OCIObjectPin()を使用してあらゆるオブジェクトを作成できま
す。アプリケーションで永続オブジェクトを作成するには、新規オブジェクトを挿入するオ
ブジェクト表を指定しなければなりません。この値は、OCIObjectPinTable()をコールして
検索し、tableパラメータで渡します。一時オブジェクトを作成するには、作成するオブジェ
クトの型に対する型記述子オブジェクト（OCITypeByName()をコールして検索）だけを渡す
必要があります。

また、typecodeパラメータに適切な値を渡し、OCIObjectNew()を使用して、スカラーのイン
スタンス（REF、LOB、文字列、ロー、数値、日付など）、およびコレクション（可変長配
列およびネストした表）を作成できます。

新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値
デフォルトでは、新しく作成されたオブジェクトのすべての属性の値は NULLです。ユー
ザーは、属性データを初期化した後、各属性の該当する NULL状態を NULLでない値に変
更する必要があります。

オブジェクトの作成時に属性に NULLでない値を設定することも可能です。これは、
OCIAttrSet()を使って環境ハンドルの OCI_OBJECT_NEWNOTNULL属性を TRUEに設定
することによって行います。このモードは、後で属性を FALSEに設定することによってオ
フにできます。

OCI_OBJECT_NEWNOTNULLを TRUEに設定した場合は、OCIObjectNew()によって
NULLでない値のオブジェクトが作成されます。次の表に示したオブジェクトの値はデフォ
ルト値で、対応する NULL標識は NULLでない値に設定されています。
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オブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピー
OCIObjectFree()を使用して、OCIObjectNew()で割り当てたメモリーを解放できます。オブ
ジェクトの解放とは、オブジェクト用に割り当てたメモリーと関連する NULL標識構造体を
すべて割当て解除することです。このプロシージャでは、存続期間が満了になる前にオブ
ジェクトを削除します。また、アプリケーションでは、OCIObjectMarkDelete()を使用して永
続オブジェクトを削除できます。

アプリケーションでは、OCIObjectCopy()を使用して、1つのインスタンスを同じ型の別の
インスタンスにコピーできます。

表表表表 10-1  OCI_OBJECT_NEWNOTNULLモードでの新しいオブジェクトの属性値モードでの新しいオブジェクトの属性値モードでの新しいオブジェクトの属性値モードでの新しいオブジェクトの属性値

属性の型属性の型属性の型属性の型 デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値

REF オブジェクトに REF属性がある場合は、オブジェクトをフラッ
シュする前にこの属性を有効な REFに設定する必要があります。
そうしないとエラーが返されます。

DATE Oracleで扱える最古の日付。01-JAN-4712 BCE（ユリウス暦の 1
日）

FLOAT 0

NUMBER 0

DECIMAL 0

RAW 長さが 0に設定されたロー・データ。注意 : RAW属性のデフォル
ト値は、NULLの RAW属性のデフォルト値と同じです。

VARCHAR2 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

CHAR 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

VARCHAR 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

VARRAY 要素が 0のコレクション

NESTED TABLE 要素が 0の表

CLOB 空の CLOB

BLOB 空の BLOB

BFILE ディレクトリ別名およびファイル名を設定することによって、
BFILEを有効な値に初期化する必要があります。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの関数については、第 16章の「OCIナビゲーショナル関数と型関数」
の説明を参照してください。

オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照
アプリケーションでは、OCIのオブジェクト拡張機能を利用して、オブジェクトの内容に対
してポインタや参照による柔軟なアクセスができます。OCIでは、ポインタによるオブジェ
クトへの参照を返還できるよう OCIObjectGetObjectRef()の関数を提供しています。

アプリケーションで、オブジェクトの型情報へのアクセスも望む場合、OCIでは
OCIObjectGetProperty()の関数で、ポインタがオブジェクトを指す場合のオブジェクトの型
記述子オブジェクト（TDO）の参照を返還できます。

オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義 OIDに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトの
作成作成作成作成

アプリケーションは、OCIObjectNew()コールを使って、オブジェクト・ビューまたはユー
ザー定義 OIDに基づいたオブジェクトを作成できます。OCIObjectNew()がオブジェクト・
ビューまたはユーザー定義 OIDを使った表へのハンドルを受け取った場合は、このコール
によって返される参照は擬似参照になります。この擬似参照は、他のオブジェクトには保存
できませんが、OCIObjectGetObjectRef()を使って主キーを基にした参照が入手できるように、
オブジェクトの属性に指定することはできます。

この処理には、次のステップが必要です。

1. 新しいオブジェクトの基になるオブジェクト・ビューまたはオブジェクト表を確保しま
す。

2. ステップ 1の確保操作で入手した表またはビューへのハンドルを渡して、
OCIObjectNew()を使って新しいオブジェクトを作成します。

3. オブジェクトに対し、必要な値を指定します。指定する値には、オブジェクト表または
オブジェクト・ビューのユーザー定義 OIDを構成する属性も含まれます。

4. 必要に応じて、OCIObjectGetObjectRef()を使って主キーを基にしたオブジェクトへの参
照を入手します。さらにオブジェクトを作成したい場合は、ステップ 2に戻ります。

5. 新しく作成されたオブジェクトをサーバーにフラッシュします。

次のサンプル・コードでは、このプロセスをインプリメントして、scottスキーマ内の emp_
view オブジェクト・ビューに対して新しいオブジェクトを作成する方法を示します。

void object_view_new () 
{
dvoid    *table;
OCIRef   *pkref;
dvoid    *object;
....
/* Set up the service context, error handle etc.. */
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...
/* Pin the object view */
OCIObjectPinTable(envp,errorp,svctx, "scott", strlen("scott"), "emp_view",

strlen("emp_view"),(dvoid *) 0, OCI_DURATION_SESSION, (dvoid **) &table);

/* Create a new object instance  */
OCIObjectNew(envp, errorp, svctx, OCI_TYPECODE_OBJECT,(OCIType *)0, table, OCI_
DURATION_SESSION,FALSE,&object);

/* Populate the attributes of "object" */
OCIObjectSetAttr(...);
...
/* Allocate an object reference */
OCIObjectNew(envp, errorp, svctx, OCI_TYPECODE_REF, (OCIType *)0, (dvoid *)0, 

OCI_DURATION_SESSION,TRUE,&pkref);

/* Get the reference using OCIObjectGetObjectRef */
OCIObjectGetObjectRef(envp,errorp,object,pkref);
...
/* Flush new object(s) to server */
...
} /* end function */

オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理
アプリケーションでオブジェクトを使用する場合も使用しない場合も、OCIアプリケーショ
ンでのエラー処理の方法は同じです。ファンクション・リターン・コードおよびエラー・
メッセージについての詳細は、2-26ページの「エラー処理」を参照してください。
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オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型

OCIデータ型マッピングおよび操作関数を使用すると、OCIプログラムで Cのアプリケー
ション内の Oracle事前定義済みデータ型のインスタンスを操作できます。この章では、こ
の関数について説明し、オブジェクト型をデータベースに格納する方法についても説明しま
す。Oracle Cデータ型を使用した、バインドおよび定義操作についての情報は、第 12章の
「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」を参照してください。

この章では、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ Oracleデータ型の Cへのマッピング

■ OCIでの Cデータ型の操作

■ 日付（OCIDate）

■ 数値（OCINumber）

■ 固定長または可変長文字列（OCIString）

■ ロー（OCIRaw）

■ コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）

■ REF(OCIRef)

■ オブジェクト型情報の格納およびアクセス

注意注意注意注意 : この章で説明する機能は、オブジェクト・オプションのある Oracle8iをインス
トールしてある場合にだけ利用できます。
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概要概要概要概要
OCIデータ型マッピングおよび操作関数を使用すると、事前定義済みの Oracle Cデータ型
のインスタンスを操作できます。これらのデータ型は、Oracleのオブジェクト型など、ユー
ザー定義のデータ型の属性を表現するために使用します。

OCIの各関数グループは、特定の命名規則によって区別されています。たとえば、データ型
マッピングおよび操作関数は、関数名が OCI接頭辞で始まり、その後にデータ型が続くた
め、簡単に認識できます（例 : OCIDateFromText()および OCIRawSize()）。後述するように、
名前はさらに、特定の型のデータを操作する関数グループに分類できます。

また、これらの関数を操作する事前定義済みの Oracle C型は、OCIの接頭辞で始まる名前
でも区別できます（例 : OCIDateや OCIString）。

データ型マッピングおよび操作関数は、アプリケーションで、Oracleデータベースに格納さ
れたオブジェクト、または SQL問合せで検索されたオブジェクトの属性を操作、バインド
または定義する必要がある場合に使用します。第 13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」で説明したとおり、検索したオブジェクトはクライアン
ト側のオブジェクト・キャッシュに格納されます。

この章では、OCIデータ型マッピングおよび操作関数で操作できる各データ型の用途と構造
について説明します。また、関数をグループ別にまとめ、使用可能な関数とその目的のリス
トを示します。

この章では、OCIアプリケーションのバインド操作と定義操作でこれらのデータ型を使用す
る方法も説明します。

これらの関数は、OCIアプリケーションがオブジェクト・モードで稼動している間にのみ有
効です。OCIのオブジェクト・モードでの初期化、またオブジェクトにアクセスおよび操作
する OCIアプリケーションの作成については、10-10ページの「環境およびオブジェクト・
キャッシュの初期化」を参照してください。

オブジェクト型、属性およびコレクション・データ型に関する詳細は、『Oracle8i概要』を
参照してください。

Oracleデータ型のデータ型のデータ型のデータ型の Cへのマッピングへのマッピングへのマッピングへのマッピング
Oracleには、表を作成し、ユーザー定義のデータ型（オブジェクト型を含む）を指定でき
る、一連の事前定義済みのデータ型があります。オブジェクト型は Oracleの機能を拡張す
るものであり、オブジェクト型を使用すると、処理対象のデータのタイプを正確にモデル化
したデータ型を作成できます。そのため、プログラマは、より効率的で簡単なデータ・アク
セスができます。

データベースの表およびオブジェクト型は、Oracleが供給するデータ型に基づいています。
データベースの表とオブジェクト型は、SQL文で作成し、VARCHAR2や NUMBERなどの
特定の Oracle内部データ型を使用して格納します。たとえば、次の SQL文では、ユーザー
定義の addressデータ型と、そのデータ型のインスタンスを格納するオブジェクト表を作
成します。
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CREATE TYPE address AS OBJECT
(street1 varchar2(50),
street2 varchar2(50),
city varchar2(30),
state char(2),
zip number(5));
CREATE TABLE address_table OF address;

この新しい address型を使用して、次のようなオブジェクト列を持つ標準表を作成したと
します。

CREATE TABLE employees
(name varchar2(30),
birthday date,
home_addr address);

OCIアプリケーションでは、SQL文に対応付けられた、簡単なバインドおよび定義操作を
使って、情報を employees表の nameおよび birthdayの列で操作できます。オブジェク
トの属性として格納されている情報にアクセスするには、いくつかの追加ステップが必要で
す。

OCIアプリケーションでは、まずオブジェクトを C言語形式で表現する手段が必要です。そ
のためには、オブジェクト型トランスレータ（OTT）を使用して、ユーザー定義型の C構造
体表現を生成します。生成した構造体の要素は、Oracleのデータ型を C言語にマッピング
したデータ型を持ちます。オブジェクト属性の型として使用できる Oracleの型と、対応す
る Cマッピングを次の表に示します。

表表表表 11-1  オブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性の C 言語マッピング言語マッピング言語マッピング言語マッピング

属性の型属性の型属性の型属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

BFILE OCIBFileLocator*

BLOB OCILobLocator *または
OCIBlobLocator *

CHAR(N)、CHARACTER(N) OCIString *

CLOB OCILobLocator *または
OCIClobLocator *

DATE OCIDate

DEC、DEC(N)、DEC(N,N) OCINumber

DECIMAL、DECIMAL(N)、DECIMAL(N,N) OCINumber

FLOAT、FLOAT(N)、DOUBLE PRECISION OCINumber

INT、INTEGER、SMALLINT OCINumber
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その他の C型としてOCIIndがあります。これは、オブジェクト型の属性に対応する
NULL標識情報を表現するために使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTの使用方法に関する情報および例は、第 14章の「オブジェクト型トラ
ンスレータの使用方法」を参照してください。

OCI型マッピングの方法論型マッピングの方法論型マッピングの方法論型マッピングの方法論
Oracleでは、事前定義済みの Oracle型のマッピングを指定するとき、固有の設計方針に
従ってきました。現行のシステムには次の利点があります。

■ OCINumberのようなデータ型の実際の表現は、クライアントのアプリケーションでは
不明確で、データ型は事前に定義済みの一連の関数によって操作されます。これによっ
て、将来改善する際にも、ユーザー・コードをブレークせずに内部表現を変更できま
す。

■ オブジェクト指向パラダイムに従った実装がなされています。このパラダイムではクラ
スの実装の詳細は隠され、見えるのは必要な操作だけです。

■ この実装方法はプログラマにとって有利です。Oracleの数値で提供される Oracle数値変
数を、精度を落とすことなく操作する場合の Cプログラムを考えてみます。これを
Oracleリリース 7で行うには、"SELECT...FROM DUAL"文の発行が必要でした。
Oracle8iでは、OCINumber*()関数を呼び出すだけです。

ネストした表 OCITable *

NUMBER、NUMBER(N)、NUMBER(N,N) OCINumber

NUMERIC、NUMERIC(N)、NUMERIC(N,N) OCINumber

RAW(N) OCIRaw *

REAL OCINumber

REF OCIRef *

VARCHAR(N) OCIString *

VARCHAR2(N) OCIString *

VARRAY OCIArray *

表表表表 11-1  オブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性の C 言語マッピング言語マッピング言語マッピング言語マッピング

属性の型属性の型属性の型属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング
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OCIでのでのでのでの Cデータ型の操作データ型の操作データ型の操作データ型の操作
OCIアプリケーションで、2つの整変数を合計して結果を第 3の変数に格納するという非常
に簡単なデータ操作を行うとします。

integer int_1, int_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
sum = int_1 + int_2;

C言語は、整数型整数型整数型整数型のように単純な型の一連の事前定義済み操作を提供します。ただし、表
11-1の「オブジェクト型属性の C言語マッピング」にリストする Cデータ型は、単純な C
プリミティブではありません。OCIStringおよび OCINumberのような型は、実際は特定の
Oracle定義の内部構造体をもつ構造体です。単に、2つの OCINumberを合計して、その値
を第 3の変数に格納することはできません。 

次は有効ではありません有効ではありません有効ではありません有効ではありません。

OCINumber num_1, num_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
sum = num_1 + num_2;  /* NOT A VALID OPERATION */

このような新しいデータ型を操作するための関数が、OCIデータ型マッピングおよび操作関
数です。たとえば、この例で OCINumberを加算するには、OCINumberAdd()関数を使用し
ます。

OCINumber num_1, num_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
OCINumberAdd(errhp, &num_1, &num_2, &sum): /* errhp is error handle */

OCIには、新規データ型をそれぞれ操作する関数があります。関数の名前から、その関数で
操作するデータ型がわかります。最初の 3文字 "OCI" は、関数が OCIの一部であることを
示します。関数名の次の部分は、関数で操作するデータ型を示します。次の表では、各種の
関数の接頭辞、関数名の例および関数の操作対象のデータ型を示します。

関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞 例例例例 操作対象操作対象操作対象操作対象

OCIColl OCICollGetElem() OCIColl
OCIIter
OCITable
OCIArray

OCIDate OCIDateDaysBetween() OCIDate
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各データ型の構造については、そのデータ型を操作対象にする関数のリストとともに、この
章で後述します。

Oracle数値操作の精度数値操作の精度数値操作の精度数値操作の精度
Oracleの数値の精度は、10進数で 38桁です。Oracleの数値操作は、次の例外を除いて、全
桁で行います。

■ 逆三角関数の精度は、10進数で 28桁です。

■ 三角関数を含むその他の超越関数の精度は、およそ 10進数で 37桁です。

■ 固有の浮動小数点型との間の変換では、適切な浮動小数点型の精度になり、10進数で 38
桁を超えることはありません。

日付（日付（日付（日付（OCIDate））））
Oracleの日付書式は、不明確な C構造体であるOCIDate型で Cにマップされます。構造体
の要素は、日付の年、月、日、時間、分および秒を表します。特定の要素は、適当な OCI関
数を使用して、設定および検索することができます。

OCIDateデータ型は、バインド・コールまたは定義コールで、外部型コード SQLT_ODTを
使用して直接バインドまたは定義できます。

OCIの日付操作関数は、機能性ごとに編成された次の表にリストされています。指定がない
限り、これらの表の用語日付は、OCIDateタイプの値を表します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

日付変換関数日付変換関数日付変換関数日付変換関数
次の関数は、日付変換を実行します。

OCIIter OCIIterInit() OCIIter

OCINumber OCINumberAdd() OCINumber

OCIRaw OCIRawResize() OCIRaw *

OCIRef OCIRefAssign() OCIRef *

OCIString OCIStringSize() OCIString *

OCITable OCITableLast() OCITable *

関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞 例例例例 操作対象操作対象操作対象操作対象
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日付割当ておよび日付取得関数日付割当ておよび日付取得関数日付割当ておよび日付取得関数日付割当ておよび日付取得関数
次の関数は、日付要素の検索と割当てを行います。

日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数
次の関数は、日付算術および比較を実行します。

日付情報アクセサ関数日付情報アクセサ関数日付情報アクセサ関数日付情報アクセサ関数
次の関数は、日付情報にアクセスします。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateToText() 日付を文字列に変換する

OCIDateFromText() テキスト文字列を日付に変換する

OCIDateZoneToZone() 日付をワンタイム・ゾーンから別のゾーン
に変換する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateAssign() OCIDateの割当て

OCIDateGetDate() OCIDateの日付部分を入手する

OCIDateSetDate() OCIDateの日付部分を設定する

OCIDateGetTime() OCIDateの時間部分を入手する

OCIDateSetTime() OCIDateの時間部分を設定する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateAddDays() 日を加算する

OCIDateAddMonths() 月を加算する

OCIDateCompare() 日付を比較する

OCIDateDaysBetween() 2つの日付間の日数を計算する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateLastDay() 月の最終日

OCIDateNextDay() 指定の日付後最初の日

OCIDateSysDate() システム日付
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日付の有効性チェック関数日付の有効性チェック関数日付の有効性チェック関数日付の有効性チェック関数
次の関数は、日付の妥当性を検査します。

日付の例日付の例日付の例日付の例
次のコード例では、OCIコールを使用して、OCIDate型の属性を操作する方法を示します。

#define FMT "DAY, MONTH DD, YYYY"
#define LANG "American"
struct person
{
OCIDate start_date;
};
typedef struct person person;

OCIError *err;
person *tim;
sword status;                      /* error status */
uword invalid;
OCIDate last_day, next_day;
text buf[100], last_day_buf[100], next_day_buf[100];
ub4 buflen = sizeof(buf);
     
/* For this example, assume the OCIEnv and OCIError have been
* initialized as described in Chapter 2. */
/* Pin tim person object in the object cache. See Chapter 13 for
* information about pinning. For this example, assume that
* tim is pointing to the pinned object. */
/* set the start date of tim */
OCIDateSetTime(&tim->start_date,8,0,0);
OCIDateSetDate(&tim->start_date,1990,10,5)

/* check if the date is valid */
if (OCIDateCheck(err, &tim->start_date, &invalid) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

if (invalid)
/* error handling code */

/* get the last day of start_date's month */
if (OCIDateLastDay(err, &tim->start_date, &last_day) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateCheck() 指定の日付が有効かどうかを検査する
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/* get date of next named day */
if (OCIDateNextDay(err, &tim->start_date, "Wednesday", strlen("Wednesday"), 
&next_day) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */
/* convert dates to strings and print the information out */
/* first convert the date itself*/
buflen = sizeof(buf);
if (OCIDateToText(err, &tim->start_date, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG, 

sizeof(LANG)-1, &buflen, buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* now the last day of the month */
buflen = sizeof(last_day_buf);
if (OCIDateToText(err, &last_day, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG, sizeof(LANG)-1, 
&buflen, last_day_buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* now the first Wednesday after this date */
buflen = sizeof(next_day_out);
if (OCIDateToText(err, &next_day, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG,

sizeof(LANG)-1, &buflen, next_day_buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* print out the info */
printf("For: %s\n", buf);
printf("The last day of the month is: %s\n", last_day_buf);
printf("The next Wednesday is: %s\n", next_day_buf);

出力は次のようになります。

For: Monday, May 13, 1996
The last day of the month is: Friday, May 31
The next Wednesday is: Wednesday, May 15

数値（数値（数値（数値（OCINumber））））
OCINumberデータ型は、Oracleの数値データ型（NUMBER、FLOAT、DECIMALなど）
を表すのに使用する不明確な構造体です。この型は、バインド・コールまたは定義コールで
外部型コード SQLT_VNUを使って、バインドまたは定義できます。

OCINumber操作関数を機能別にまとめて次の表に示します。指定がない限り、これらの表
の用語数値は、OCINumberタイプの値を表します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。
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数値算出関数数値算出関数数値算出関数数値算出関数
算術演算を行う関数は、次のとおりです。

数値変換関数数値変換関数数値変換関数数値変換関数
次の関数では、実数、整数および文字列の間で数値の変換を実行します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberAbs() 数値の絶対値を入手する

OCINumberAdd() 2つの数値を合計する

OCINumberCeil() 数値の上限値を入手する

OCINumberDec() 数値を減らす

OCINumberDiv() 1つの数値を別の数値で除算する

OCINumberFloor() 数値の下限値を入手する

OCINumberInc() 数値を増やす

OCINumberMod() 2つの数値の除算からモジュラスを入手する

OCINumberMul() 2つの数値を乗算する

OCINumberNeg() 数値を否定演算する

OCINumberRound() 数値を指定の桁まで丸める

OCINumberShift() 数値を特定の桁数に変える

OCINumberSign() 数値の符号を入手する

OCINumberSqrt() 数値の平方根を入手する

OCINumberSub() 1つの数値を別の数値から減算する

OCINumberTrunc() 数値を指定の桁で切り捨てる

OCINumberSIgn() 指定の数値の符号を戻す

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberToInt() 数値を整数に変換する

OCINumberFromInt() 整数を数値に変換する

OCINumberToReal() 数値を実数に変換する

OCINumberFromReal() 実数を数値に変換する
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指数関数および対数関数指数関数および対数関数指数関数および対数関数指数関数および対数関数
指数演算および対数演算を行う関数は、次のとおりです。

三角関数三角関数三角関数三角関数
数値に対して三角関数演算を行う関数は、次のとおりです。

OCINumberToText() 数値を文字列に変換する

OCINumberFromText() 文字列を数値に変換する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberPower() 指定の数値指数の数値基数をとる

OCINumberExp() 基数 e の指数をとる

OCINumberLog() 指定の基数の対数をとる

OCINumberLn() 自然対数（基数 e）をとる

OCINumberIntPower() 指定の整数累乗の数値基数をとる

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberArcCos() アーク・コサイン（弧の余弦）を計算する

OCINumberArcSin() アーク・サイン（弧の正弦）を計算する

OCINumberArcTan() / OCINumberArcTan2() 2つの数字の円弧タンジェント（正接）を
演算する

OCINumberCos() コサイン（余弦）を計算する

OCINumberHypCos() コサイン・ハイパボリック（余弦双曲線）
を計算する

OCINumberSin() サイン（正弦）を計算する

OCINumberHypSin() サイン・ハイパボリック（正弦双曲線）を
計算する

OCINumberTan() タンジェント（正接）を計算する

OCINumberHypTan() タンジェント・ハイパボリック（正接双曲
線）を計算する

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数
数値に対して代入演算および比較演算を行う関数は、次のとおりです。

数値の例数値の例数値の例数値の例
次の例は、OCINumber型の属性の処理方法を示しています。

struct person
{
OCINumber sal;
};
typedef struct person person;
OCIError *err;
person* steve;
person* scott;
person* jason;
OCINumber  *stevesal;
OCINumber  *scottsal;
OCINumber *debsal;
sword   status;
int     inum;
double  dnum;
OCINumber ornum;
char    buffer[21];
ub4     buflen;
sword   result;

/* For this example, assume OCIEnv and OCIError are initialized. */
/* For this example, assume that steve, scott and jason are pointing to 
person objects which have been pinned in the object cache. */

stevesal = &steve->sal;
scottsal = &scott->sal;
debsal = &jason->sal;

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberAssign() 1つの数値を別の数値に代入する

OCINumberCmp() 2つの数値を比較する

OCINumberIsInt() 整数かどうかテストする

OCINumberIsZero() 0に等しいかテストする

OCINumberPrec() 精度を設定する

OCINumberSetPi() 数値を円周率に設定する

OCINumberSetZero() 数値を 0に初期化する



数値（OCINumber）

オブジェクト・リレーショナル・データ型 11-13

/* initialize steve's salary to be $12,000 */
OCINumberInit(err, stevesal);
inum = 12000;
status = OCINumberFromInt(err, &inum, sizeof(inum), OCI_NUMBER_SIGNED, 

stevesal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromInt */;

/* initialize scott's salary to be same as steve */
OCINumberAssign(err, stevesal, scottsal);

/* initialize jason's salary to be 20% more than steve's */
dnum = 1.2;
status = OCINumberFromReal(err, &dnum, DBL_DIG, &ornum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromReal */;
status = OCINumberMul(err, stevesal, &ornum, debsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberMul */;

/* give scott a 50% raise */
dnum = 1.5;
status = OCINumberFromReal(err, &dnum, DBL_DIG, &ornum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromReal */;
status = OCINumberMul(err, scottsal, &ornum, scottsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberMul */;

/* double steve's salary */
status = OCINumberAdd(err, stevesal, stevesal, stevesal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberAdd */;

/* get steve's salary in integer */
status = OCINumberToInt(err, stevesal, sizeof(inum), OCI_NUMBER_SIGNED, 

&inum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToInt */;

/* inum is set to 24000 */
/* get jason's salary in double */
status = OCINumberToReal(err, debsal, sizeof(dnum), &dnum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToReal */;

/* dnum is set to 14400 */
/* print scott's salary as DEM0001`8000.00 */
buflen = sizeof(buffer);
status = OCINumberToText(err, scottsal, "C0999G9999D99", 13, 

"NLS_NUMERIC_CHARACTERS='.`' NLS_ISO_CURRENCY='Germany'", 
54, &buflen, buffer);

if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToText */;
printf("scott's salary = %s\n", buffer);
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/* compare steve and scott's salaries */
status = OCINumberCmp(err, stevesal, scottsal, &result);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberCmp */;

/* result is positive */
/* read jason's new salary from string */
status = OCINumberFromText(err, "48`000.00", 9, "99G999D99", 9,

"NLS_NUMERIC_CHARACTERS='.`'", 27, debsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromText */;
/* jason's salary is now 48000.00 */

固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（OCIString））））
固定長または可変長の文字列データは、Cプログラムに対して OCIString *として表現され
ます。 

文字列の長さには、NULL文字は含まれていません。

OCIString *型の変数のバインドと定義には、外部型コード SQLT_VSTを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

文字列関数文字列関数文字列関数文字列関数
Cのプログラマは、次の関数を使用して文字列のインスタンスを操作できます。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIStringAllocSize() 文字列メモリーの割り当てられたサイズ（バイ
ト単位）を入手する

OCIStringAssign() 1つの文字列を別の文字列に代入する

OCIStringAssignText() テキスト文字列を文字列に代入する

OCIStringPtr() 文字列の文字列部分へのポインタを入手する

OCIStringResize() 文字列メモリーをサイズ変更する

OCIStringSize() 文字列サイズを入手する
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文字列の例文字列の例文字列の例文字列の例
この例では、テキスト文字列を文字列に代入し、文字列の文字列部分へのポインタを文字列
サイズとともに入手して、印刷します。

OCIStringAssignText()で、vstring1パラメータを渡すために二重間接指定を使用しているこ
とに注意してください。

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
OCIString     *vstring1 = (OCIString *)0;
OCIString     *vstring2 = (OCIString *)0;
text          c_string[20];
text         *text_ptr;
sword        status;

strcpy(c_string, "hello world");
/* Assign a text string to an OCIString */
status = OCIStringAssignText(envhp, errhp, c_string, 
      (ub4)strlen(c_string),&vstring1);
/* Memory for vstring1 is allocated as part of string assignment */

status = OCIStringAssignText(envhp, errhp, "hello again", 
       (ub4)strlen("This is a longer string."),&vstring1);
/* vstring1 is automatically resized to store the longer string */

/* Get a pointer to the string part of vstring1 */
text_ptr = OCIStringPtr(envhp, vstring1);
/* text_ptr now points to "hello world" */
printf("%s\n", text_ptr);

ロー（ロー（ロー（ロー（OCIRaw））））
可変長ロー・データは、OCIRaw *データ型を使用して Cで表現されます。 

OCIRaw *型の変数のバインドと定義には、外部型コード SQLT_LVBを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。
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ロー・ファンクションロー・ファンクションロー・ファンクションロー・ファンクション
OCIRawの操作を行う関数は、次のとおりです。

ローの例ローの例ローの例ローの例
この例では、RAWデータのブロックを設定し、そのデータへのポインタを取得します。

OCIRawAssignBytes()のコールで二重間接指定を使用していることに注意してください。

OCIEnv      *envhp;
OCIError    *errhp;
sword       status;
ub1         data_block[10000];
ub4         data_block_len = 10000;
OCIRaw      *raw1;
ub1 *raw1_pointer;

/* Set up the RAW */
/* assume 'data_block' has been initialized */
status = OCIRawAssignBytes(envhp, errhp, data_block, data_block_len, &raw);

/* Get a pointer to the data part of the RAW */
raw1_pointer = OCIRawPtr(envhp, raw1);

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIRawAllocSize() ロー・メモリーの割り当てられたサイズ（バイト
単位）を入手する

OCIRawAssignBytes() ロー・データ（ub1 *）を OCIRaw *に代入する

OCIRawAssignRaw() 1つの OCIRaw *を別の OCIRaw * に代入する

OCIRawPtr() ロー・データへのポインタを入手する

OCIRawResize() 可変長 RAWデータのメモリーのサイズ変更を行
う

OCIRawSize() ロー・データのサイズを入手する
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コレクション（コレクション（コレクション（コレクション（OCITable、、、、OCIArray、、、、OCIColl、、、、OCIIter））））
Oracleでは、可変長配列（varrays）とネストした表の 2種類のコレクションを提供してい
ます。Cアプリケーションでは、varraysは OCIArray *として表現され、ネストした表は、
OCITable *として表現されます。これらの両方のデータ型は（後述する OCICollと
OCIIterと併せて）、不明確な構造体です。

さまざまな汎用コレクション関数により、コレクション・データを操作できます。汎用コレ
クション関数は、varrayとネストした表の両方に使用できます。また、ネストした表に特有
の一連の関数は、11-20ページの「ネストした表の操作関数」を参照してください。

varrayまたはネストした表のインスタンスは、OCIObjectNew()を使用して割り当て、
OCIObjectFree()を使用して解放できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

汎用コレクション関数汎用コレクション関数汎用コレクション関数汎用コレクション関数
Oracleでは、可変長配列（varrays）とネストした表の 2種類のコレクションを提供してい
ます。varrayとネストした表は、どちらも総称コレクション型のサブタイプとみなすことが
できます。

Cでは、総称コレクションを OCIColl *として、varrayを OCIArray *として、ネストした
表を OCITable *として表現します。Oracleには、総称コレクションを操作するための一連
の関数群（OCIColl *）があります。これらの関数は、OCICollGetElem()のように接頭辞
OCICollで始まります。OCIColl*()関数をコールして、varrayとネストした表を操作するこ
ともできます。

汎用コレクション関数は、2つの主なカテゴリにグループ化できます。

■ varrayまたはネストした表のデータを操作するグループ

■ コレクション反復子を使用してコレクションをスキャンするグループ

汎用コレクション関数は、varrayを操作する関数の完全な集合です。その他の関数は、特に
ネストした表で操作するための関数です。これらの関数は、OCITableExists()のように接頭
辞 OCITableで識別できます。これらについては、11-20ページの「ネストした表の操作関
数」で説明しています。

注意注意注意注意 : コレクション関数に渡された索引は、0（ゼロ）が基数です。
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コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数
次の汎用関数は、コレクション・データを操作します。

コレクション・スキャン・ファンクションコレクション・スキャン・ファンクションコレクション・スキャン・ファンクションコレクション・スキャン・ファンクション
次の汎用関数により、コレクション反復子を使用してコレクションをスキャンできます。反
復子は、OCIIter型であり、最初に OCIIterCreate()をコールして作成します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCICollAppend() 要素を追加する

OCICollAssignElem() 指定の索引位置に要素を割り当てる

OCICollAssign() 1つのコレクションを別のコレクションに
割り当てる

OCICollGetElem() 指定の索引位置にある要素へのポインタを
入手する

OCICollMax() コレクションの上限を入手する

OCICollSize() コレクションの現行のサイズを入手する

OCICollTrim() コレクションの終わりから n個の要素を切
り捨てる

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIIterCreate() コレクションをスキャンするための反復子を作
成する

OCIIterDelete() 反復子を削除する

OCIIterGetCurrent() 反復子が指し示す現行の要素へのポインタを入
手する

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

OCIIterNext() 次要素へのポインタを入手する

OCIIterPrev() 前要素へのポインタを入手する
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Varray/コレクション反復子の例コレクション反復子の例コレクション反復子の例コレクション反復子の例
この例では、コレクション反復子を作成し、それを使用して varray（可変長配列）をスキャ
ンします。

OCIEnv       *envhp; 
OCIError     *errhp; 
text         *text_ptr; 
sword        status; 
OCIArray     *clients; 
OCIString    *client_elem; 
OCIIter      *iterator; 
boolean      eoc; 
dvoid        *elem;
OCIInd       *elemind;
 
/* Assume envhp, errhp have been initialized */
/* Assume clients points to a varray */ 

/* Print the elements of clients */ 
/* To do this, create an iterator to scan the varray */ 
status = OCIIterCreate(envhp, errhp, clients, &iterator); 

/* Get the first element of the clients varray */ 
printf("Clients' list:\n"); 
status = OCIIterNext(envhp, errhp, iterator, &elem,
                    (dvoid **) &elemind, &eoc);

while (!eoc && (status == OCI_SUCCESS))
{
  client_elem = *(OCIString)**elem; 
                             /* client_elem points to the string */ 

 /* 
    the element pointer type returned by OCIIterNext() via 'elem' is
    the same as that of OCICollGetElem(). Refer to OCICollGetElem() for
    details.  */

  /* 
    client_elem points to an OCIString descriptor, so to print it out, 
    get a pointer to where the text begins
  */ 
  text_ptr = OCIStringPtr(envhp, client_elem);

  /* 
    text_ptr now points to the text part of the client OCIString, which is a 
NULL-terminated string
  */ 
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  printf("  %s\n", text_ptr); 
  status = OCIIterNext(envhp, errhp, iterator, &elem,
                      (dvoid **)&elemind, &eoc);
}

if (status != OCI_SUCCESS)
{
  /* handle error */
}

/* destroy the iterator */
status = OCIIterDelete(envhp, errhp, &iterator);

ネストした表の操作関数ネストした表の操作関数ネストした表の操作関数ネストした表の操作関数
表は、その名前が示すとおり、変数、属性、パラメータまたは列として別の表の中に入れ
る、つまりネストすることができます。ネストした表には、OCITableDelete()関数で削除さ
れた要素がある場合があります。

たとえば、10個の要素を指定して作成した表があり、0から 4と 9の索引を持つ要素を
OCITableDelete()で削除したとします。既存の最初の要素は要素 5になり、既存の最後の要
素は要素 8になります。

前述のように、汎用コレクション関数を使用しても、ネストした表へのマッピングやネスト
した表の操作ができます。さらに、次に示すネストした表専用の関数もあります。ネストし
た表専用の関数は、varrayでは使用できません。

ネストした表の要素順序ネストした表の要素順序ネストした表の要素順序ネストした表の要素順序
ネストした表がオブジェクト・キャッシュにフェッチされた場合、その要素には、0（ゼロ）
から始まり要素数から 1を引いた数で終わる順序が一時的に付けられます。たとえば、40個
の要素を持つ表では、0から 39まで順序付けが行われます。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCITableDelete() 指定の索引位置にある要素を削除する

OCITableExists() 指定の索引位置に要素が存在するかどうかをテストす
る

OCITableFirst() 表の最初の既存要素の索引を戻す

OCITableLast() 表の最後の既存要素の索引を戻す

OCITableNext() 表の次の既存要素の索引を戻す

OCITablePrev() 表の前の既存要素の索引を戻す

OCITableSize() 削除した要素を除いた表のサイズを戻す
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これらの位置序数を使用して、要素の値のフェッチと代入が行われます（たとえば、要素 i
へのフェッチや、要素 jへの代入など。iと jは、指定の表の有効な位置序数です）。

表をデータベースにコピーすると、一時的な順序付けは失われます。表の要素に対して削除
の操作を行うことがあります。操作を削除すると、一時的な holesが作成されます。つまり
残りの表要素の配置順序は変更されません。

ネストした表のロケータネストした表のロケータネストした表のロケータネストした表のロケータ
リリース 8.1では、ネストした表へのロケータの検索が可能です。ロケータはコレクション
値へのハンドルのようなもので、検索時に存在するデータベース・スナップショットについ
ての情報を含みます。このスナップショット情報は、後にロケータを使ってコレクション要
素がフェッチされるときに、データベースでコレクション値の正しいインスタンシエーショ
ンを検索するために役立ちます。 

LOBロケータと異なり、コレクション・インスタンスの変更にコレクション・ロケータを使
うことができず、コレクション・ロケータでは、単に正しいデータが検索されるだけです。
ロケータを使うと、アプリケーションは、非常に長くなり得るコレクション全体を検索する
ことなく、ネストした表へのハンドルを返すことができます。 

ユーザーは、コレクション列または属性をフェッチするときにロケータが返される必要があ
る場合は、RETURN AS LOCATOR指定を使って、表がいつ作成されるかを指定します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。

コレクションがロケータかどうかを決定するには、OCICollIsLocator()関数を使うことができ
ます。

REF(OCIRef)
Oracleの REF（参照）とは、オブジェクトを識別する識別子です。そして、一意にオブジェ
クトを検索する不明確な構造体です。REFによって、オブジェクトは別のオブジェクトを指
し示すことができます。

Cアプリケーションでは、OCIRef *で REFを表現します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章の「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。
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REF操作関数操作関数操作関数操作関数
REF操作を行う関数は、次のとおりです。

REFの例の例の例の例
この例では、2つの REFを NULLかどうかテストし、両者が等しいか比較した後、一方の
REFをもう一方の REFに代入します。OCIRefAssign()のコールで二重間接指定を使用してい
ることに注意してください。 

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
sword        status;
boolean      refs_equal;
OCIRef       *ref1, ref2;

/* assume refs have been initialized to point to valid objects */
/*Compare two REFs for equality */
refs_equal = OCIRefIsEqual(envhp, ref1, ref2);
printf("After first OCIRefIsEqual:\n");
if(refs_equal)
   printf("REFs equal\n");
else
   printf("REFs not equal\n");

/*Assign ref1 to ref2 */
status = OCIRefAssign (envhp, errhp, ref1, &ref2);
if(status != OCI_SUCCESS) 
/*error handling*/

/*Compare the two REFs again for equality */
refs_equal = OCIRefIsEqual(envhp, ref1, ref2);
printf("After second OCIRefIsEqual:\n");

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIRefAssign() 1つの REFを別の REFに代入する

OCIRefClear() REFの消去または NULL化

OCIRefFromHex() 16進数文字列を REFに変換する

OCIRefHexSize() REFの 16進数文字列表現のサイズを戻す

OCIRefIsEqual() 2つの REFが等しいか比較する

OCIRefIsNull() REFが NULLかどうかをテストする

OCIRefToHex() REFを 16進数文字列に変換する
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if(refs_equal)
   printf("REFs equal\n");
else
   printf("REFs not equal\n");

オブジェクト型情報の格納およびアクセスオブジェクト型情報の格納およびアクセスオブジェクト型情報の格納およびアクセスオブジェクト型情報の格納およびアクセス

記述子オブジェクト記述子オブジェクト記述子オブジェクト記述子オブジェクト
ある型を CREATE TYPE文で作成すると、その型はサーバーに格納され、型記述子オブジェ
クト（TDO）に関連付けられます。さらに、型の各データ属性、型の各メソッド、各メソッ
ドの各パラメータ、メソッドが戻す結果の記述子オブジェクトが、データベースに格納され
ます。各型の記述子オブジェクトに関連付けられた OCIデータ型のリストを次の表に示しま
す。

OCI関数の中には（OCIBindObject()および OCIObjectNew()を含む）、TDOを入力パラメー
タとして必要とする関数があります。アプリケーションで、その型の TDDを OCIType変
数で取得できる OCITypeByName()をコールして TDOを取得できます。TDOを取得すると、
必要に応じて、その TDOをその他のコールに渡すことができます。

情報の型情報の型情報の型情報の型 OCIデータ型データ型データ型データ型

型 OCIType

型属性 コレクション要素
メソッド・パラメータ メソッドの結果

OCITypeElem

メソッド OCITypeMethod
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オブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでの

バインディングおよび定義バインディングおよび定義バインディングおよび定義バインディングおよび定義

バインディングおよび定義の概念は、第 2章の「OCIプログラミングの基本」および第 5章
の「バインディングと定義」で紹介および説明されています。この章では、オブジェクト・
アプリケーションを開発するときに必要な追加情報を提供します。オブジェクト・データ型
のバインドと定義の方法や、オブジェクト・サポート用に新たに追加されたデータ型につい
ても説明します。この章は、読者が前述の章でバインドと定義の基本を理解していることを
前提としています。

この章は、次のトピックで構成されています。

■ バインディング

■ 定義

■ Oracle Cデータ型のバインドおよび定義

■ SQLT_NTYバインド /定義の例

注意注意注意注意 : この章で説明されている機能性は、オブジェクト・オプションのある Oracle8iを
購入された場合にのみ使用可能です。
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バインディングバインディングバインディングバインディング
この項目では、オブジェクトやコレクションなどの名前付きデータ型と REFのバインディン
グについて説明します。

名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド
名前付きデータ型（オブジェクト型やコレクション）のバインドでは、OCIBindByName()ま
たは OCIBindByPos()の後にもう 1つのバインド・コールが必要です。OCIBindObject()とい
う OCIオブジェクト型バインド・コールで、オブジェクト型のバインド固有の追加属性を設
定します。OCIアプリケーションでは、このコールを使用して、オブジェクト・データ型の
列を持つ表からデータをフェッチします。

OCIBindObject()コールでパラメータの 1つとして、名前付きデータ型の型記述子オブジェク
ト（TDO）を受け取ります。TDO（データ型 OCIType）は、名前付きデータ型の作成時に
作成され、データベースに格納されます。TDOには、型とその属性についての情報が入っ
ています。アプリケーションでは、OCITypeByName()をコールして TDOを取得できます。

OCIBindObject()コールでは、名前付きデータ型バインド用の標識変数または構造体も設定し
ます。

名前付きデータ型をバインドするときは、SQLT_NTYデータ型定数を使用して、バインド
するプログラム変数のデータ型を指定します。SQLT_NTYは、名前付きデータ型を表現す
る C構造体をバインドすることを示します。この構造体へのポインタをバインド・コールに
渡します。

場合によっては、名前付きデータ型の操作に 3つのバインド・コールが必要になることがあ
ります。たとえば、名前付きデータ型の静的配列を PL/SQL表にバインドするには、次の 3
つのコールを呼び出さなければなりません。それらは OCIBindByName()および
OCIBindArrayOfStruct()、OCIBindObject()です。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのデータ型を使用した、データベースからの埋込みオブジェクトの
フェッチについては、10-15ページの「埋込みオブジェクトのフェッチ」を参照してく
ださい。

その他の重要な情報は、12-3ページの「名前付きデータ型および REFバインドの情報」
を参照してください。

記述子オブジェクトの詳細は、11-23ページの「記述子オブジェクト」を参照してくだ
さい。
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REFのバインディングのバインディングのバインディングのバインディング
名前付きデータ型と同様に、REFのバインドも 2ステップで処理します。最初に
OCIBindByName()または OCIBindByPos()をコールし、次に OCIBindObject()をコールしま
す。

REFは、SQLT_REF データ型を使ってバインドします。SQLT_REFを使用する場合、バイン
ドするプログラム変数は、必ず OCIRef *型の変数でなければなりません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REFのオブジェクトへのバインドおよび確保については、10-10ページの
「サーバーからのオブジェクト参照の取得」を参照してください。

その他の重要な情報は、12-3ページの「名前付きデータ型および REFバインドの情報」
を参照してください。

名前付きデータ型および名前付きデータ型および名前付きデータ型および名前付きデータ型および REFバインドの情報バインドの情報バインドの情報バインドの情報
この項では、名前付きデータ型定義と REF定義を扱うときに注意しなければならない重要な
追加情報を示します。メモリー割当てと標識変数の使用方法についての参照先も示します。

■ バインドするデータ型が SQLT_NTYである場合は、OCIBindObject()コールの標識構造
体パラメータ（dvoid ** indpp）が使用され、スカラー標識は完全に無視されます。

■ データ型が SQLT_REFの場合、スカラー標識が使われ、OCIBindObject()の標識構造体
のパラメータは完全に無視されます。

■ 標識構造体の使用はオプションです。OCIBindObject()コールに indppパラメータで
NULLポインタを渡すことができます。バインド時、これはオブジェクトがアトミック
NULLではなく、オブジェクトのどの属性も NULLではないことを意味します。

■ OCIBindObject()コールの標識構造体サイズ・ポインタ indspおよびプログラム変数サイ
ズ・ポインタ pgvspは、オプションです。これらのパラメータが必要ない場合は、
NULLを渡すことができます。

配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報
配列挿入または配列フェッチ用に、名前付きデータ型または REFの配列バインドを行うに
は、ユーザーはポインタの配列を適切な型のバッファ（事前に割当て済みか）に渡す必要が
あります。同様に、スカラー標識の配列（SQLT_REF 型）またはポインタ配列を、標識構造
体（SQLT_NTY型）に渡す必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQLT_NTYの詳細は、3-16ページの「新しい Oracle外部データ型」を参照
してください。



定義

12-4 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

定義定義定義定義
この項では、名前付きデータ型（オブジェクト、コレクションなど）と REFの定義について
説明します。

名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義
名前付きデータ型（オブジェクト型、ネストした表、VARRAY）の定義には、2つの定義
コールが必要です。アプリケーションは、最初に dtyパラメータに SQLT_NTYを指定して、
OCIDefineByPos()をコールする必要があります。OCIDefineByPos()の後に、アプリケー
ションは OCIDefineObject()をコールする必要があります。この場合、OCIDefineByPos()の
データ・バッファ・ポインタは無視され、名前付きデータ型定義に関係するその他の属性
は、OCIオブジェクト属性定義コールである OCIDefineObject()を使用して設定されます。

そのコールでは名前付きデータ型定義用の SQLT_NTYデータ型定数を指定します。この場
合、アプリケーションでは結果のデータを名前付きデータ型のホスト言語表現の中にフェッ
チします。通常、これはオブジェクト型トランスレータで生成する C構造体になります。

OCIDefineObject()コールを行うときは、C構造体のアドレスへのポインタ（事前割当て済
みまたはそれ以外）を定義する必要があります。オブジェクトは、OCIObjectNew()を使用
して作成され、キャッシュまたはユーザー定義のメモリーに割り当てられます。

注意注意注意注意 : 名前付きデータ型の定義に関する、その他の重要な情報は、12-4ページの「名前
付きデータ型と REF定義、および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してくださ
い。

REF出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
名前付きデータ型と同様に、REF出力変数の定義も 2ステップで処理します。第 1ステップ
で OCIDefineByPos()をコールし、第 2ステップで OCIDefineObject()をコールします。また、
名前付きデータ型の場合と同様に、OCIDefineByPos()の dtyパラメータに SQLT_REFデータ
型定数を渡します。

SQLT_REFでは、アプリケーションで結果として得るデータを OCIRef *型変数にフェッチ
することを示します。第 6章で説明するとおり、この REFをオブジェクト確保およびナビ
ゲーションの一部として使えます。

注意注意注意注意 : REFの定義に関するその他の重要な情報は、12-4ページの「名前付きデータ型と
REF定義、および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。

名前付きデータ型と名前付きデータ型と名前付きデータ型と名前付きデータ型と REF定義、および定義、および定義、および定義、および PL/SQL OUTバインドの情報バインドの情報バインドの情報バインドの情報
この項では、名前付きデータ型定義と REF定義を扱うときに注意しなければならない重要な
追加情報を示します。メモリー割当てと標識変数の使用方法についての参照先も示します。

PL/SQL OUTバインドとは、プレースホルダを PL/SQLブロックの出力変数にバインドす
ることを言います。SQL文では出力バッファを定義コールで設定しますが、PL/SQLブロッ
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クでは出力バッファをバインド・コールで設定します。詳細は、5-5ページの「PL/SQLの
プレースホルダのバインディング」を参照してください。

■ 定義するデータ型が SQLT_NTYである場合は、OCIDefineObject()コールの標識構造体パ
ラメータ（dvoid ** indpp）が使用され、スカラー標識は完全に無視されます。

■ データ型が SQLT_REFの場合、スカラー標識が使われ、OCIDefineObject()の標識構造
体のパラメータは完全に無視されます。

■ 標識構造体の使用はオプションです。OCIDefineObject()コールの indppパラメータで
NULLポインタを渡すことができます。フェッチまたは PL/SQL OUTバインド時、
ユーザーが NULL情報に関知しないことを意味します。

■ SQL定義または PL/SQL OUTバインドでは、出力変数または標識のいずれかの事前割
当て済みメモリーにユーザーが渡した場合、事前割当て済みメモリーは、結果データを
格納するために使用され、2次メモリー（ライン外メモリー）がある場合は割当てが解
除になります。事前に割当てるメモリーは、キャッシュ（OCIObjectNew()コールの結
果）、またはクライアントのプライベートなメモリー領域から獲得できます。

注意注意注意注意 : クライアント・アプリケーションで、所有するメモリー領域からメモリーを割当
てる場合、オブジェクトに二次的なライン外メモリーがないことを確認する必要があり
ます。

■ SQLT_NTY型を使ったオブジェクト定義の場合は、オブジェクト・メモリーの事前割り
当てを行うクライアント・アプリケーションでは OCIObjectNew()関数を使う必要があ
ります。クライアント・アプリケーションでは、malloc()を使用したりスタック上に割
り当てるなど、独自のプライベートなメモリー領域にオブジェクトを割り当てないでく
ださい。OCIObjectNew()関数によりオブジェクトがオブジェクト・キャッシュに割り
当てられます。割り当てられたオブジェクトは、OCIObjectFree()を使って解放できま
す。OCIObjectNew()および OCIObjectFree()の詳細は、第 16章の「OCIナビゲーショ
ナル関数と型関数」を参照してください。 

注意注意注意注意 : ユーザーがオブジェクト・メモリーを事前割り当てせずに、出力変数を NULLポ
インタ値に初期化した場合でも、OCIDefineObject()の動作には変わりはありません。
この場合、オブジェクトは OCIライブラリによって暗黙的にオブジェクト・キャッシュ
内に割り当てられます。 

■ SQL定義または PL/SQL OUTバインドでは、出力変数または標識に対して NULLアド
レスを渡すと、その変数または標識用のメモリーは、OCIによって暗黙的に割り当てら
れます。

■ SQLT_NTY型の出力オブジェクトが（SQL定義または PL/SQL OUTバインドで）アト
ミック NULLである場合は、NULL標識構造体だけが（必要であれば暗黙的に）割り
当てられ、そこにデータが挿入されて、オブジェクトがアトミック NULLであることが
示されます。トップ・レベルのオブジェクト自体は、暗黙的に割り当てられません。

■ アプリケーションでは、OCIObjectFree()をコールして標識を解放できます。トップ・レ
ベルのオブジェクトがある場合（アトミック NULLでない NULLオブジェクトの場合
など）、OCIObjectFree()でトップ・レベルのオブジェクトを解放すると 標識も解放され
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ます。オブジェクトがアトミック NULLである場合は、トップ・レベルのオブジェクト
がないので、標識を個別に解放する必要があります。

■ OCIDefineObject()コールの標識構造体サイズ・ポインタ indsp、およびプログラム変数サ
イズ・ポインタ pgvspは、オプションです。これらのパラメータが必要ない場合は、
NULLを渡すことができます。

配列定義に関する情報配列定義に関する情報配列定義に関する情報配列定義に関する情報
名前付きデータ型または REFの配列定義を行うには、ユーザーはポインタ配列を適切な型の
バッファ（事前に割当て済みかまたはそれ以外）に渡す必要があります。同様に、スカラー
標識の配列（SQLT_REF 型）またはポインタ配列を、標識構造体（SQLT_NTY型）に渡す
必要があります。

Oracle Cデータ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義
前の章で、OCIのバインド操作と定義操作について説明しました。4-5ページの「バイン
ディング」では OCIバインド操作の基本について、4-13ページの「定義」では OCI定義操
作の基本について説明しています。名前付きデータ型および REFのバインディングおよび定
義については、第 5章の「バインディングと定義」で説明しています。

バインドと定義の基本的な機能に関する章では、アプリケーションで SQL文の入力（バイ
ンド）値として、または問合せに対する出力（定義）バッファとしてスカラー変数またはス
カラーの配列を使用する方法を示しています。

名前付きデータ型と REFに関する章では、オブジェクトまたは参照をバインドまたは定義す
る方法を示しています。第 10章の「OCIオブジェクト・リレーショナル ・プログラミング」 
ではこれを展開させ、オブジェクト参照の確保およびオブジェクト・ナビゲーション、埋込
みインスタンスのフェッチについて説明しています。

この項では、この章で説明するデータ型マッピングに従って、個々の属性値のバインドと定
義の方法を説明します。

この章で定義する型の 1つであるOCINumber、OCIStringなどの変数は、一般にアプリ
ケーションで宣言でき、適切なデータ型コードが指定される限り、OCIバインドまたは定義
操作で直接使用できます。次の表は、Cマッピングと共にバインドおよび定義で使えるデー
タ型と、バインドまたは定義コールの dty（データ型コード）で指定する必要のある、OCI
外部データ型のリストです。

表表表表 12-1  バインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピング

データ型データ型データ型データ型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング OCIの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコード

Oracle数値 OCINumber VARNUM(SQLT_VNU)

Oracle日付 OCIDate SQLT_ODT

VARCHAR2 OCIString * SQLT_VST（注 1を参照）
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注注注注 1: OCIString *型の定義変数にデータをフェッチするには、最初に OCIStringResize()
ルーチンを使用して文字列のサイズを設定してください。そのためには、記述操作に
よって選択リスト・データの長さを取得することが必要な場合があります。同様に、
OCIRaw *も最初に OCIRawResize()でサイズを決定する必要があります。

次の項では、Cにマッピングしたデータ型の OCIアプリケーションでの使用例を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI外部データ型についての説明、およびデータ型コードのリストは、第 3
章の「データ型」を参照してください。

バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例
この項では、OCIのバインド操作と定義操作で OCINumber型の変数を使用する例を示し
ます。

注意注意注意注意 : この項の例は、特定の OCI作業を実行するのに使用されるコールのフローを説明
します。ここでは拡張擬似コードを使用しています。実際の関数名を使用しています
が、簡素化のためにパラメータと型キャストは一部だけ示します。また、ハンドルの割
当てなど、必要なその他の OCIコールも省略しています。

この例では、次のような personというオブジェクト型が作成されていると仮定します。

CREATE TYPE person AS OBJECT
(name varchar2(30),
salary number);

この型を使用して、person型の列を持つ employees（従業員）表を作成します。

CREATE TABLE employees
(emp_id number,
job_title varchar2(30),
emp person);

OTTで、personについて次の C構造体とNULL標識構造体を生成します。

RAW OCIRaw * SQLT_LVB（注 1を参照）

CHAR OCIString * SQLT_VST

OBJECT struct * 名前付きデータ型（SQLT_NTY）

REF OCIRef * REF(SQLT_REF)

VARRAY OCIArray * 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)

ネストした表 OCITable * 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)

表表表表 12-1  バインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピング

データ型データ型データ型データ型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング OCIの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコード
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struct person
{ OCIString * name;

OCINumber salary;};
typedef struct person person;

struct person_ind
{ OCIInd _atomic;

OCIInd name;
OCIInd salary;}

typedef struct person_ind person_ind;

employees表は値が入り、OCIアプリケーションは personの変数を宣言するとします。

person *my_person;

OCIアプリケーションで次のように、SELECT文によってオブジェクトをその変数にフェッ
チしたとします。

text *mystmt = (text *) "SELECT person FROM employees
WHERE emp.name='ANDREA'";

これには、適切な名前付きデータ型の OCI定義コールを使って、my_personをこの文の出
力変数として定義する必要があります。これは 5-15ページの「拡張定義操作」で説明されて
います。文を実行すると、'ANDREA'という名の personオブジェクトが my_person変数
内に取り出されます。

オブジェクトが my_personに取り出されると、OCIアプリケーションで my_personの名
前や給与などの属性にアクセスできるようになります。

アプリケーションでは、別の従業員の給与を、次のように Andreaと同様に更新します。

text *updstmt = (text *) "UPDATE employees SET emp.salary = :newsal 
WHERE emp.name = 'MONGO'"

Andreaの給与は（my_person->salaryに格納される）、プレースホルダの :newsalにバ
インドされ、BARNUMの外部データ型をバインド操作に指定します（データ型 code=6）。

OCIBindByName(...,":newsal",...,&my_person->salary,...,6,...);
OCIStmtExecute(...,updstmt,...)

文を実行すると、データベースにあるMongoの給与が、my_personに保存されているよう
に、Andreaの給与と等しくなります。

その反対に、Mongoの給与をデータベースに問合わせてから給与に必要な割当てを行うこ
とにより、アプリケーションで Andreaの給与をMongoの給与と同額になるよう更新でき
ます。

text *selstmt = (text *) "SELECT emp.salary FROM employees 
WHERE emp.name = 'MONGO'"

OCINumber mongo_sal;



Oracle Cデータ型のバインドおよび定義

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 12-9

...
OCIDefineByPos(...,1,...,&mongo_sal,...,6,...);
OCIStmtExecute(...,selstmt,...);
OCINumberAssign(...,&mongo_sal, &my_person->salary);

この場合には、アプリケーションで OCINumberの型の出力変数を宣言し、それを定義のス
テップで使用します。この場合には、位置 1の出力変数を定義し、適切なデータ型コード
（VARNUMには 6）を使用します。

mongo_salという OCINumberに給与の値をフェッチし、OCI関数 OCINumberAssign()を
使用して、現在キャッシュ内にある Andreaオブジェクトのコピーに新しい給与を割り当て
ます。データベース内にあるデータを変更するには、変更内容をサーバーにフラッシュする
必要があります。

給与更新の例給与更新の例給与更新の例給与更新の例
前の項では、Oracle8の新しいデータ型がバインド操作と定義操作にもたらす柔軟性を表す
例を示しました。この項では、同じ操作を異なる方法でどのように実行するかを説明しま
す。OCIアプリケーションにおける Oracle8の新しいデータ型のさまざまな使用方法を示す
ことが目的です。

この項の例は、特定の OCI作業を実行するのに使用されるコールのフローを説明します。こ
こでは拡張擬似コードを使用しています。実際の関数名を使用していますが、簡素化のため
にパラメータと型キャストは一部だけ示します。また、ハンドルの割当てなど、必要なその
他の OCIコールも省略しています。

シナリオシナリオシナリオシナリオ
これから示す例のシナリオは、次のとおりです。

1. BRUCEという名の従業員が、病院の employeesデータベースに存在します。前の項
の person型および employees表作成文を参照してください。

2. Bruceの現在の職種は RADIOLOGISTです。

3. Bruceは RADIOLOGY_CHIEFに昇進したため、それに伴って昇給があります。

4. 次に示すように、病院の給与はドル単位の整数値とし、職務に応じて設定し、
salariesという表に格納します。

CREATE TABLE salaries
(job_title varchar2(20),
salary integer));

5. Bruceの給与を昇進にあわせて更新します。

上記の作業を達成するには、アプリケーションで 'RADIOLOGY_CHIEF'に該当する給与を
salaries表から取り出し、Bruceの給与を更新します。別のステップで、Bruceの新しい
職務と変更済みオブジェクトをデータベースに書き込みます。
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次のように person型の変数を宣言したとします。

person * my_person;

そして、Bruceに対応するオブジェクトをこの変数にフェッチしたとします。この場合に給
与更新を実行するには、次の各項に示す 3通りの方法があります。

方法方法方法方法 1 - フェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当て
この例では次の方法をとります。

1. 整変数を使用して従来の OCI定義を行い、データベースから新しい給与を検索します。

2. 整数を OCINumberに変換します。

3. 新しい給与を Bruceに割り当てます。

#define INT_TYPE 3 /* datatype code for sword integer define */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'

sword new_sal;
OCINumber orl_new_sal;
...
OCIDefineByPos(...,1,...,new_sal,...,INT_TYPE,...);

/* define int output */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);

/* get new salary as int */
OCINumberFromInt(...,new_sal,...,&orl_new_sal);

/* convert salary to OCINumber */
OCINumberAssign(...,&orl_new_sal, &my_person->salary);

/* assign new salary */

方法方法方法方法 2 - フェッチ、割当てフェッチ、割当てフェッチ、割当てフェッチ、割当て
この方法では、方法 1のステップを 1つ省略します。

1. OCINumber型の出力変数を定義します。そのため値を検索した後の変換は必要ありま
せん。

2. 新しい給与を Bruceに割り当てます。

#define VARNUM_TYPE 6 /* datatype code for defining VARNUM */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
                              WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'
OCINumber orl_new_sal;
...
OCIDefineByPos(...,1,...,orl_new_sal,...,VARNUM_TYPE,...);
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                                     /* define OCINumber output */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);      /* get new salary as OCINumber */
OCINumberAssign(...,&orl_new_sal, &my_person->salary); 
                                     /* assign new salary */

方法方法方法方法 3 - 直接フェッチ直接フェッチ直接フェッチ直接フェッチ
この方法では、操作全体を 1回の定義とフェッチで実行します。出力変数を介在させる必要
はなく、データベースから検索した値を、キャッシュに格納されているオブジェクトの給与
属性に直接フェッチします。

1. Bruceはオブジェクト・キャッシュ内に確保されているため、その給与属性の位置を定
義変数として使用し、その変数に直接実行し、フェッチを行います。

#define VARNUM_TYPE 6         /* datatype code for defining VARNUM */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
                            WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'
...
OCIDefineByPos(...,1,...,&my_person->salary,...,VARNUM_TYPE,...);
            /* define bruce's salary in cache as output variable */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);
             /* execute and fetch directly */

まとめと注意まとめと注意まとめと注意まとめと注意
この 3つの例に示したように、Oracle8の Cデータ型を使用すると柔軟性のあるバインドと
定義を実行できます。たとえば、整数をフェッチし、OCINumberに変換して処理できま
す。この方法では、OCINumberを中間的な変数として使用し、それに問合せの結果を格納
します。または、目的のオブジェクトの OCINumber属性にデータを直接フェッチすること
もできます。

注意注意注意注意 : Oracle8 OCIのこれらすべての例では、問合せの実行前に出力変数が定義される
場合に、結果として得られるデータは出力バッファに直接プリフェッチされることを覚
えておいてください。

この 3つの例で確実に変更をデータベースに永続的に書き込むには、追加ステップが必要で
す。そのステップでは、SQLの UPDATEコールと OCIトランザクションのコミット・コー
ルを使用することがあります。

これらの例ではすべて定義操作を処理していますが、同じような状況がバインドにも当ては
まります。 

同様に、これらの例では OCINumber型だけを扱いましたが、この章のこれ以降で説明する
その他の Oracle8の C型についても、同様に種々の操作ができます。
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SQLT_NTYバインドバインドバインドバインド /定義の例定義の例定義の例定義の例
次の部分的なコードは、OCIBindObject()や OCIDefineObject()などの SQLT_NTYバインド・
コールおよび定義コールの使用方法を示しています。それぞれの例で、前に定義した SQL
文を処理します。

バインドの例バインドの例バインドの例バインドの例
/*
** This example performs a SQL insert statement
*/
STATICF void insert(envhp, svchp, stmthp, errhp, insstmt, nrows)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
text *insstmt;
ub2   nrows;
{
  orttdo *addr_tdo = NULLP(orttdo);
  address  addrs;
  null_address naddrs;
  address *addr = &addrs;
  null_address *naddr = &naddrs;
  sword custno =300;
  OCIBind *bnd1p, *bnd2p;
  ub2 i;

  /* define the application request  */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insstmt,
           (ub4) strlen((char *)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(envhpx, errhp, svchpx, (const text *)
      SCHEMA, (ub4) strlen((char *)SCHEMA), (const text *)   
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       "ADDRESS_VALUE", (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"), 
       OCI_DURATION_SESSION, &addr_tdo));

  if(!addr_tdo)
  {
    DISCARD printf("Null tdo returned\n");
    goto done_insert;
  }

  checkerr(errhp, OCIBindObject(bnd2p, errhp, addr_tdo, (dvoid **) &addr,
        (ub4 *) 0, (dvoid **) &naddr, (ub4 *) 0));

定義の例定義の例定義の例定義の例
/* 
** This example executes a SELECT statement from a table which includes 
** an object.
*/

STATICF void selectval(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  orttdo *addr_tdo = NULLP(orttdo);
  OCIDefine *defn1p, *defn2p;
  address *addr = (address *)NULL;
  sword custno =0;
  sb4 status;

  /* define the application request  */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) selvalstmt,
                        (ub4) strlen((char *)selvalstmt),
                        (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  /* define the output 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(envhpx, errhp, svchpx, (const text *) 
       SCHEMA, (ub4) strlen((char *)SCHEMA), (const text *) 
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       "ADDRESS_VALUE", (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"),OROODTSES, 
       &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));
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13
オブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよび
オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション

この章では、オブジェクトを Oracle8データベース・サーバーで操作するための OCIの機能
を紹介します。また、OCIのオブジェクト・ナビゲーショナル・ファンクション・コールに
ついても説明します。この章は、次のトピックで構成されています。

■ 概要

■ オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理

■ オブジェクト・ナビゲーション

■ OCIナビゲーショナル関数

注意注意注意注意 : この章で説明する機能は、オブジェクト・オプションのある Oracle8iをインス
トールしてある場合にだけ利用できます。
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概要概要概要概要
この章はいくつかの項に分かれており、Oracleオブジェクトを操作する OCIアプリケー
ションの作成を含む基本的な概念を説明します。OCIナビゲーショナル・ファンクション・
コールについても説明します。

次の項目があります。

■ オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理 - この項では、さらに洗練されたオプ
ションを含む OCIオブジェクト・プログラミングについて詳しく説明します。

■ オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション - この項では、Oracle OCIを使用した基本的なオブジェ
クト・ナビゲーションについて説明します。

■ OCI ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数 - この項では、アプリケーションでオブジェクトのグラフを
ナビゲートできる OCI関数について説明します。

OCIナビゲーショナル・ファンクション全体の説明は、第 16章の「OCIナビゲーショナル
関数と型関数」にあります。

オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理
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。これは OCIアプリケーションでフェッチし
たオブジェクト・インスタンスを格納し、追跡するためのものです。

アプリケーションで SQL SELECTまたは OCI確保操作によってオブジェクトをフェッチす
ると、オブジェクトのコピーがオブジェクト・キャッシュに格納されます。SELECT文で直
接フェッチされたオブジェクトは、「値によって」フェッチされ、確保できない参照不能の
オブジェクトです。確保できるのは参照可能オブジェクトだけです。

オブジェクトを確保するとき、適切なバージョンのオブジェクトがすでにキャッシュ内に存
在していれば、サーバーからオブジェクトをフェッチする必要はありません。

Oracle OCIを使用して REFを参照解除し、オブジェクトを検索する各クライアント・プロ
グラムでは、オブジェクト・キャッシュを利用します。クライアント側のオブジェクト・
キャッシュは、オブジェクト・モードで初期化されたすべての OCI環境ハンドルで割り当て
られます。1つのプロセスの複数のスレッドで、同一の OCI環境ハンドルを共有することに
よって同一のクライアント側キャッシュを共有できます。

オブジェクト・キャッシュ内には接続ごとに、各参照可能オブジェクトのコピーがそれぞれ
1つあります。1つの REFを複数回参照解除するか、等価な複数の REFを参照解除した場合
は、オブジェクトの同一コピーが戻されます。

キャッシュ内にあるオブジェクトのコピーを変更した場合、変更内容をその他のプロセスに
見えるようにするには、変更内容をサーバーにフラッシュする必要があります。必要のなく
なったオブジェクトは、確保解除つまり解放できます。そしてキャッシュからスワップ・ア
ウトでき、それによって、オブジェクトが使用していたメモリー領域を解放できます。
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オブジェクト・キャッシュでは、キャッシュ内のすべてのオブジェクト・コピーと、それぞ
れに対応するデータベース内のオブジェクトとの間の関連付けが、メンテナンスされます。

オブジェクト・キャッシュではオブジェクト・コピーの内容は管理されず、オブジェクト・
コピーが自動的にリフレッシュされることもありません。アプリケーションでは、オブジェ
クト・コピーの内容が正しく一貫していることを確認する必要があります。たとえば、アプ
リケーションでオブジェクト・コピーに挿入または更新、削除のマークを付けた後、トラン
ザクションが異常終了したとします。この場合、オブジェクト・キャッシュではオブジェク
ト・コピーがマーク解除されるだけであり、コピーの削除や無効化は行われません。アプリ
ケーションで recentまたは latestを確保するか、オブジェクトのコピーを次のトランザク
ションでリフレッシュします。anyを確保すると、以前異常上終了したトランザクションか
ら、変更をコミットしていない同じオブジェクト・コピーを取得する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 確保オプションの詳細は、13-7ページの「オブジェクト・コピーの確保」を
参照してください。

オブジェクト・キャッシュは、OCIInitialize()を使用して OCI環境をオブジェクト・モード
で初期化するときに作成されます。同じサーバーに対して稼動中の各アプリケーション・プ
ロセスには、図 13-1の「オブジェクト・キャッシュ」で示すような、専用のオブジェクト・
キャッシュがあります。
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図図図図 13-1  オブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュ

オブジェクト・キャッシュは、メモリーに現在あるオブジェクトの追跡、そのオブジェクト
への参照のメンテナンス、自動オブジェクト・スワッピングの管理、オブジェクトのメタ属
性の追跡を行います。
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キャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンス
オブジェクト・キャッシュ内のオブジェクト・コピーと、データベース内の対応するオブ
ジェクト間の値のコヒーレンスつまり一貫性は、自動的にはメンテナンスされません。つま
り、アプリケーションでオブジェクト・コピーを変更すると、その変更内容は、データベー
ス内の対応するオブジェクトに自動的に適用されず、その逆も同様です。オブジェクト・
キャッシュでは、変更されたオブジェクト・コピーをデータベースにフラッシュする操作
や、古いオブジェクト・コピーをデータベースの最新値にリフレッシュする操作が可能であ
り、プログラムである程度のコヒーレンスをメンテナンスできます。

注意注意注意注意 : Oracleは、サーバーのバッファ・キャッシュまたはデータベースとの自動キャッ
シュ・コヒーレンスをサポートしません。自動キャッシュ・コヒーレンスとは、オブ
ジェクトがサーバーのバッファ・キャッシュで変更される際に、オブジェクト・キャッ
シュで対応するローカル・オブジェクト・コピーをリフレッシュし、また、サーバー内
の対応するすべてのオブジェクトに直接アクセスする前に、オブジェクト・キャッシュ
で、ローカル・オブジェクト・コピーになされた変更をバッファ・キャッシュにフラッ
シュする機能のことです。直接的なアクセスには、SQLまたはトリガー、ストアド・プ
ロシージャを使用した、サーバーのオブジェクトの読込みや変更が含まれます。 

オブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータ
オブジェクト・キャッシュには、環境ハンドルの属性である、2つの重要なパラメータが関
連付けられています。

■ OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEキャッシュの最大サイズ

■ OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEキャッシュの最適サイズ

これらのパラメータは、キャッシュのメモリー使用量レベルを示し、削除してもよいオブ
ジェクトをいつ自動的にキャッシュから削除してメモリーを解放するかを判断するのに役立
ちます。

現在キャッシュにあるオブジェクトのメモリー使用量が高水位標に達するかそれを超える
と、キャッシュ内では確保カウントが 0であるマーク解除されたオブジェクトの自動解放が
始まります。キャッシュのメモリー使用量が最適サイズに達するか、解放対象オブジェクト
がなくなるまで、オブジェクトの解放が続きます。

OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEは、OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEのパーセントで指定
します。オブジェクト・キャッシュの最大サイズ（バイト単位）は、次のように OCI_
ATTR_CACHE_OPT_SIZEを OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEのパーセントで増分して計
算します。

maximum_cache_size = optimal_size + optimal_size * max_size_percentage / 100

または

maximum_cache_size = OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE + OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE * 
                                            OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZE / 100
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OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEのデフォルト値は 10%です。OCI_ATTR_CACHE_OPT_
SIZEのデフォルト値は 200KBです。

環境ハンドルのキャッシュ・サイズ属性は、OCIAttrSet()コールを使って設定し、
OCIAttrGet()関数を使って検索できます。詳細は、A-3ページの「環境ハンドルの属性」を
参照してください。

オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作
この項では、オブジェクト・コピーを操作するためにオブジェクト・キャッシュで提供され
る重要な関数について説明します。OCIのナビゲーショナルおよびキャッシュ /オブジェク
ト管理関数は、すべて 13-20ページの「OCIナビゲーショナル関数」にリストされていま
す。

確保と確保解除確保と確保解除確保と確保解除確保と確保解除  オブジェクト・コピーを確保すると、アプリケーションでそのコピーへの
REFを参照解除することによって、キャッシュ内のコピーにアクセスできるようになりま
す。

オブジェクトを確保解除すると、オブジェクトが現在使用中でないことがキャッシュに対し
て示されます。不要になったオブジェクトは確保解除し、暗黙的なキャッシュからの解放の
対象とすることで、メモリーを解放する必要があります。

解放解放解放解放  オブジェクト・コピーを解放すると、オブジェクト・コピーはキャッシュから削除さ
れ、使用されていたメモリーが解放されます。

マークとマーク解除マークとマーク解除マークとマーク解除マークとマーク解除  オブジェクトをマークすることで、キャッシュ内のオブジェクト・コ
ピーが更新されており、オブジェクト・コピーをフラッシュするときにサーバー内の対応す
るオブジェクトを更新する必要があることが、キャッシュに通知されます。

オブジェクトをマーク解除すると、オブジェクトが更新されたという指示が削除されます。

フラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ  オブジェクトをフラッシュすると、キャッシュ内のマークされたオブジェクト・
コピーに対して行ったローカルな変更が、サーバー内の対応するオブジェクトに書き込まれ
ます。それによって、オブジェクト・キャッシュ内のコピーのマークが解除されます。

リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ  キャッシュ内のオブジェクト・コピーをリフレッシュすると、そのコピーは、
サーバー内の対応するオブジェクトの最新値に置き換わります。

注意注意注意注意 : 最上位のオブジェクト・メモリーへのポインタは、リフレッシュ後も有効です。2
次レベル・メモリーへのポインタ（文字列テキスト・ポインタ、コレクションなど）
は、リフレッシュ後に無効になる場合があります。
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オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作
この項では、確保および確保解除、解放の各操作を説明します。

オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保
アプリケーションがオブジェクト・キャッシュ内の REFを参照解除する必要がある場合、
OCIObjectPin()をコールします。このコールによって REFが参照解除され、オブジェクト・
コピーがキャッシュ内に確保されます。オブジェクト・コピーは、確保されているかぎり、
アプリケーションからアクセス可能であることが保証されます。OCIObjectPin()のバリエー
ションとして OCIObjectPinArray()があります。これは REFの配列を取得し、REFを参照解
除し、オブジェクト・コピーを確保します。OCIObjectPin()と OCIObjectPinArray()の両方
で、確保オプションである any、recentまたは latestを受け付けます。確保オプションのデー
タ型は OCIPinOptです。

■ any（OCI_PIN_ANY）オプションが指定される場合で、キャッシュ内にオブジェクト・
コピーがすでにある場合は、それをオブジェクト・キャッシュでただちに戻します。
キャッシュ内にオブジェクト・コピーがない場合、オブジェクト・キャッシュでは最新
のオブジェクト・コピーをデータベースからロードして、そのオブジェクト・コピーが
戻されます。anyオプションは、製品、販売員、ベンダー、領域、部分、事務所などの
読取り専用、情報、事実またはメタ・オブジェクトに適します。これらのオブジェクト
は、通常は頻繁に変更されることはなく、変更されてもその変更内容はアプリケーショ
ンに影響しません。

■ latest（OCI_PIN_LATEST）オプションが指定される場合、オブジェクト・キャッシュ
では、データベースからの最新のオブジェクト・コピーをキャッシュにロードし、オブ
ジェクト・コピーがキャッシュにロックされていない限りは、そのコピーが戻されま
す。キャッシュにロックされている場合には、マークされたオブジェクト・コピーがた
だちに戻されます。オブジェクトがすでにキャッシュ内にあり、ロックされていない場
合は、最新のオブジェクト・コピーがロードされ、既存のコピーが上書きされます。
latestオプションは、購入注文書、バグ、行項目、銀行勘定、株価などの操作オブジェ
クトに適します。これらのオブジェクトは通常頻繁に変更され、プログラムではこれら
のオブジェクトにできるだけ最新の状態でアクセスしようと試みます。

■ recent（OCI_PIN_RECENT）オプションが指定される場合、2つの可能性が考えられま
す。

■ 同じトランザクションにおいて、latestまたは recentオプションを使って、オブジェ
クト・コピーが以前に確保されている場合は、recentオプションは anyオプション
と同等になります。 

■ 上記の条件が当てはまらない場合は、recentオプションは latestオプションと同等に
なります。

プログラムでオブジェクトが確保される場合、プログラムでは sessionまたは transactionと
いう 2つの可能な値の内の 1つが確保継続時間に指定されます。継続時間のデータ型は
OCIDurationです。
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■ 確保継続時間が session（OCI_DURATION_SESSION）の場合、セッションを終了する
まで（つまり接続の終わりまで）、またはプログラムで明示的に確保解除されるまで
（OCIObjectUnpin()をコールする）オブジェクト・コピーは確保されたままとなります。

■ 確保継続時間が transaction（OCI_DURATION_TRANS）の場合、トランザクションの
終わり、または明示的に確保解除されるまで、オブジェクト・コピーは確保されたまま
となります。

オブジェクト・コピーをデータベースからキャッシュにロードするとき、実際にはキャッ
シュで次の命令が実行されます。

SELECT VALUE(t) FROM t WHERE REF(t) = :r

tはオブジェクトを格納しているオブジェクト表であり、rは REFです。フェッチされた値
はキャッシュ内のオブジェクト・コピー値になります。

オブジェクト・キャッシュでは、実質的には別個の SELECT文が実行され、読込みコミット
済みトランザクションで各オブジェクト・コピーがキャッシュにロードされます。オブジェ
クト・コピー相互の読込み整合性は保証されません。

直列可能なトランザクションでは、オブジェクト・コピーをロードする SELECT文は同じ
データベース・スナップショットに基づいて実行されるため、recentまたは latestで確保さ
れたオブジェクト・コピーの読込みは相互に一貫性が保たれます。

オブジェクト・キャッシュのモデルは、Oracleトランザクション・モデルに対して独立して
います。オブジェクト・キャッシュの動作は、トランザクション・モデルによって変わるこ
とはありません。ただし、同じプログラムを異なる複数のトランザクション・モデル（読込
みコミット済みと直列可能など）のもとで実行した場合、オブジェクト・キャッシュを介し
てサーバーから検索したオブジェクトは、異なることがあります。

オブジェクト・コピーの確保解除オブジェクト・コピーの確保解除オブジェクト・コピーの確保解除オブジェクト・コピーの確保解除
プログラムで使用しないオブジェクト・コピーは、確保解除できます。確保解除したオブ
ジェクト・コピーは、解放できます。キャッシュのメモリーが残り少なくなった場合は、オ
ブジェクト・コピーを完全に確保解除すると同時にマーク解除し、キャッシュ内のそのコ
ピーを暗黙的解放の対象にする必要があります。オブジェクト・コピーを完全に確保解除す
るには、N回確保した場合はN回確保解除する必要があります。 

確保解除済みでマーク未解除のオブジェクト・コピーは、フラッシュするか、ユーザーが明
示的にマーク解除しないと暗黙的解放の対象になりません。ただし、オブジェクト・キャッ
シュのメモリーが残り少なくなると、オブジェクト・キャッシュのオブジェクト・コピーは
暗黙的に解放されるので、確保解除したオブジェクト・コピーを必ずしも解放する必要はあ
りません。暗黙的に解放されていないオブジェクト・コピーをプログラムで（anyまたは
recentオプションを指定して）再度確保した場合、同一のオブジェクト・コピーを入手する
ことになります。

アプリケーションでオブジェクト・コピーを確保解除するには、OCIObjectUnpin()または
OCIObjectPinCountReset()をコールします。さらに、プログラムでは、特定の接続に対して
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キャッシュ内のすべてのオブジェクト・コピーを完全に確保解除するために、
OCICacheUnpin()をコールできます。

オブジェクト・コピーの開放オブジェクト・コピーの開放オブジェクト・コピーの開放オブジェクト・コピーの開放
オブジェクト・コピーの解放とは、オブジェクト・キャッシュからオブジェクト・コピーを
削除し、そのコピーが使用していたメモリーを解放することです。キャッシュのメモリーを
解放するには、次の 2通りの方法があります。

1. 明示的解放 - プログラムで OCIObjectFree()をコールして、キャッシュからオブジェク
ト・コピーを明示的に解放または削除します。この関数は、マークまたは確保されたオ
ブジェクト・コピーのいずれかを強制的に解放するオプションがあります。
OCICacheFree()をコールしてキャッシュ内のすべてのオブジェクトを解放することもで
きます。

2. 暗黙的解放 - キャッシュのメモリーが残り少なくなった場合は、確保解除済みのオブ
ジェクト・コピーとマーク解除済みのオブジェクト・コピーの両方が、暗黙的に解放さ
れます。マークされた、確保解除済みのオブジェクトは、オブジェクト・コピーをフ
ラッシュまたはマーク解除した場合にのみ、暗黙的解放の対象になります。詳細は、
13-5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。

メモリー管理の目的では、不要になったオブジェクトをアプリケーションで確保解除するこ
とが重要です。確保解除したオブジェクトはキャッシュから削除される対象になるので、必
要なときにキャッシュのメモリーをスムーズに解放できます。

OCIでは、クライアント側キャッシュにある参照されていないオブジェクトを解放する関数
は提供していません。

オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作
この項では、オブジェクト・コピーをマークする関数とマークを解除する関数を説明しま
す。

オブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマーク
 オブジェクト・コピーはキャッシュ内でローカルに作成、更新、削除できます。
（OCIObjectNew()をコールすることによって）キャッシュ内にオブジェクト・コピーを作成
すると、オブジェクト・キャッシュでオブジェクト・コピーに挿入のマークが付けられま
す。そのため、このオブジェクト・コピーをフラッシュすると、オブジェクトがサーバーに
挿入されます。

オブジェクト・コピーがキャッシュ内で更新されると、ユーザーは、オブジェクト・コピー
に更新のマークを付ける（OCIObjectMarkUpdate()をコールする）ことによって、オブジェ
クト・キャッシュに通知する必要があります。オブジェクト・コピーをフラッシュすると、
サーバー内の対応するオブジェクトが、オブジェクト・コピーの値に更新されます。

オブジェクト・コピーが削除された場合、そのオブジェクト・コピーは
OCIObjectMarkDelete()をコールすることにより、オブジェクト・キャッシュ内で削除のマー



オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理

13-10 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド

クが付けられます。オブジェクト・コピーをフラッシュすると、サーバー内の対応するオブ
ジェクトが削除されます。マークされたオブジェクト・コピーのメモリーは、そのコピーを
フラッシュして確保解除しないかぎり解放されません。プログラムで削除マーク付きのオブ
ジェクトを確保すると、参照先のない参照を参照解除した場合と同様のエラーになります。

1つのオブジェクト・コピーを複数回変更した場合、そのコピーをフラッシュしたときに
サーバーのオブジェクトに適用されるのは、最後の変更結果です。たとえば、オブジェク
ト・コピーを更新した後で削除した場合、オブジェクト・コピーをフラッシュすると、サー
バーのオブジェクトは単に削除されます。同様に、オブジェクト・コピーの属性を複数回更
新した場合、オブジェクト・コピーをフラッシュしたときにサーバーで更新されるのは、属
性の最終的な値です。

プログラムでは、オブジェクト・コピーがオブジェクト・キャッシュにロードされている場
合だけ、オブジェクト・コピーを更新済みまたは削除済みとしてマークすることができま
す。

オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除
オブジェクト・キャッシュ内のマークされたオブジェクト・コピーは、マーク解除できま
す。マークされたオブジェクト・コピーをマーク解除すると、オブジェクト・コピーに対し
て行った変更内容はサーバーにフラッシュされません。オブジェクト・キャッシュのオブ
ジェクト・コピーに対してすでに行ったローカルな変更内容は、取り消されません。

プログラムでオブジェクトをマーク解除するには、OCIObjectUnmark()をコールします。さ
らに、OCICacheUnmark()をコールして、特定の接続に対して、キャッシュ内のすべてのオ
ブジェクト・コピーをマーク解除することもできます。

オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作
この項では、キャッシュとサーバーの同期化操作（フラッシュ、リフレッシュ）を説明しま
す。

変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ
キャッシュ内のマークされたオブジェクト・コピーに対するローカルな変更は、オブジェク
ト・コピーをフラッシュしたときにサーバーに書き込まれます。プログラムで単一のオブ
ジェクト・コピーをフラッシュするには、OCIObjectFlush()をコールします。または、
OCICacheFlush()をコールして、キャッシュ内のすべてのマークされたオブジェクト・コ
ピーをフラッシュするか、選択されているマークされたオブジェクト・コピーのリストをフ
ラッシュできます。OCICacheFlush()は、特定のサービス・コンテキストに関連付けられた
オブジェクトをフラッシュします。16-9ページの OCICacheFlush()を参照してください。

オブジェクト・コピーをフラッシュすると、そのオブジェクト・コピーはマーク解除されま
す。（フラッシュ後にオブジェクトはサーバーでロックされます。そのため、キャッシュ内
のオブジェクト・コピーはロック状態とマークされます。）



オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理

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 13-11

注意注意注意注意 : OCICacheFlush()操作は、複数のオブジェクトがフラッシュされる場合でも、単一
のサーバー往復にのみ発生します。

アプリケーションで、ある型のダーティ・オブジェクトだけをフラッシュする場合、
OCICacheFlush()コールのオプションの引数であるコールバック関数を通して、この機能が
使用できます。アプリケーションで、目的のオブジェクトだけを戻すコールバックを定義で
きます。この場合でも、フラッシュのための操作では、サーバー往復が 1回発生するだけで
す。

OCICacheFlush()中のデフォルト・モードでは、オブジェクトはダーティとマークされるよ
うにフラッシュされます。このフラッシュ操作のパフォーマンスは、環境ハンドル内で
OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSH属性を設定すると、かなり向上します。A-3ページの
OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSHを参照してください。

ただし、OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSHモードは、オブジェクトがフラッシュされる
順番が重要でない場合にだけ使うことができます。このモード中は、ダーティ・オブジェク
トはまとめてグループ化され、サーバーによる表の更新が効率的に行われるような方法で
サーバーに送信されます。このモードが有効なときは、オブジェクトがダーティとしてマー
クされる順番の保存は保証されません。

オブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュ
オブジェクト・コピーをリフレッシュすると、サーバー内の対応するオブジェクトの最新値
が、オブジェクト・コピーに再ロードされます。最新値は、その他のコミット済みトランザ
クションでの変更や、同じトランザクションで（オブジェクト・キャッシュを介さないで）
直接サーバー内で行った変更を含む場合があります。プログラムでは、SQL DMLまたはト
リガー、ストアド・プロシージャを使用して、サーバー内のオブジェクトを直接変更できま
す。

プログラムで、マークされたオブジェクト・コピーをリフレッシュするには、まずオブジェ
クト・コピーをマーク解除する必要があります。確保解除したオブジェクト・コピーは、リ
フレッシュすると（つまりキャッシュ全体をリフレッシュすると）単に解放されます。

プログラムで単一のオブジェクト・コピーをリフレッシュするには、OCIObjectRefresh()を
コールします。または、OCICacheRefresh()をコールして、キャッシュ内のすべてのオブジェ
クト・コピー、トランザクションでロードしたすべてのオブジェクト・コピー（つまり、
「最近」または「最新」オプションを指定して確保したオブジェクト・コピー）、選択したオ
ブジェクト・コピーのリストのいずれかをリフレッシュできます。

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。
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各種のメタ属性フラグおよびオブジェクトの継続時間は、表 13-1で説明するとおり、リフ
レッシュされた後で変更されます。

リフレッシュ実行時、オブジェクト・キャッシュでは新しいデータがオブジェクト・コピー
のトップ・レベル・メモリーにロードされます。つまりトップ・レベル・メモリーは再使用
されます。 オブジェクト・コピーのトップ・レベル・メモリーには、オブジェクトのインラ
イン属性が入っています。その反対に、ライン外属性はサイズ変更ができるので、オブジェ
クト・コピーのライン外属性のメモリーは解放して再配置できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクト・メモリーに関する詳細は、13-17ページの「インスタンスのメ
モリー・レイアウト」を参照してください。

オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作
この項では、オブジェクトのロックに関連する OCI関数について説明します。

更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック
プログラムでは、オプションで OCIObjectLock()をコールして、更新するオブジェクトを
ロックできます。このコールは、データベースのオブジェクトに対する行ロックの獲得をオ
ブジェクト・キャッシュに指示します。これは、次のようにして実行します。

SELECT NULL FROM t WHERE REF(t) = :r FOR UPDATE

tはロックするオブジェクトを格納しているオブジェクト表であり、rはオブジェクトを識
別する REFです。OCIObjectLock()をコールすると、オブジェクト・キャッシュ内のオブ
ジェクト・コピーがロック状態とマークされます。

オブジェクトのグラフまたはオブジェクトの集合をロックするには、オブジェクトごとに 1
回ずつ OCIObjectLock()のコールが必要です。配列確保の OCIObjectArrayPin()コールを使用
すると、もっと効率よく実行できます。

オブジェクトをロックすることにより、キャッシュのオブジェクトが最新のものであること
をアプリケーションで保証します。オブジェクトがアプリケーションでロックされている間
は、その他のトランザクションはそのオブジェクトを変更できません。

表表表表 13-1  リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性

オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性 リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態

既存 適切な値に設定

確保済み 未変更

フラッシュ済み リセット

割当て継続時間 未変更

確保継続時間 未変更
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トランザクションの最後には、すべてのロックがサーバーによって自動的に解放されます。
オブジェクト・コピーのロック状態標識はリセットされます。

NOWAIT オプションを使ったロックオプションを使ったロックオプションを使ったロックオプションを使ったロック
アプリケーションが、現在別のユーザーによってロックされているオブジェクトをロックし
ようとする場合があります。この場合、アプリケーションはブロックされます。

オブジェクトをロックしようとする際のブロッキングを避けるには、アプリケーションで
OCIObjectLock()コールではなく OCIObjectLockNoWait()コールを使うことができます。この
関数では、別のユーザーによるロックのためオブジェクトをロックできない場合は、すぐに
エラーが返されます。

NOWAITオプションは、OCI_LOCK_X_NOWAITの値をロック・オプション・パラメータ
として渡すことによって、コールを確保するためにも利用できます。

最適ロックの実現最適ロックの実現最適ロックの実現最適ロックの実現
OCIアプリケーションに最適ロックをインプリメントするために、2つのオプションを利用
できます。

オプションオプションオプションオプション 1
第 1の最適ロック・オプションは、直列可能なレベルでトランザクションを実行する OCIア
プリケーションのためのオプションです。

Oracle OCIでは、オブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトをロックせずに参照解除して
確保し、キャッシュ内でそのオブジェクトを変更し（ロックなしで）、ダーティになったオ
ブジェクトをデータベースにフラッシュするコールをサポートしています。

トランザクションの開始以降、ダーティ・オブジェクトがコミットされた別のトランザク
ションによって変更された場合、フラッシュの間、直列不能トランザクションのエラーが戻
されます。トランザクションの開始以降、別のトランザクションで変更されたダーティ・オ
ブジェクトがない場合は、変更内容はデータベースに正常に書き込まれます。

注意注意注意注意 : OCITransCommit()で、トランザクションをコミットする前に、まずダーティ・オ
ブジェクトをデータベースにフラッシュします。

上記のメカニズムにより、最適ロック・モデルが効果的に実現します。

オプションオプションオプションオプション 2
アプリケーションは、交互にオブジェクトの変更検出モードを有効にできます。このために
は、環境ハンドルの OCI_ATTR_OBJECT_DETECTCHANGE属性の値に TRUEを設定しま
す。

このモードがアクティブのときは、別のオブジェクトがコミットしたトランザクションに
よってサーバー内で変更されているオブジェクトをフラッシュしようとすると、アプリケー
ションに ORA-08179エラー（平行性チェックに失敗しました。）が返されます。アプリケー
ションは、この後このエラーを適切な方法で処理できます。
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オブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバック
トランザクションをコミットすると（OCITransCommit()）、すべてのマークされたオブジェ
クトがサーバーにフラッシュされます。トランザクション継続時間を指定して確保したオブ
ジェクト・コピーは、確保解除されます。

トランザクションをロールバックすると、すべてのマークされたオブジェクトがマーク解除
されます。トランザクション継続時間を指定して確保したオブジェクト・コピーは、確保解
除されます。

オブジェクトの継続時間オブジェクトの継続時間オブジェクトの継続時間オブジェクトの継続時間
メモリーにフリー・スペースを維持するため、オブジェクト・キャッシュでは、可能な限り
オブジェクトのメモリーの再使用を試みます。オブジェクトの寿命（割当て継続時間）また
はオブジェクトの確保継続時間が期限切れとなると、オブジェクト・キャッシュでオブジェ
クトのメモリーを再使用します。割当て継続時間は、OCIObjectNew()でオブジェクトを作成
するときに設定されます。確保継続時間は、OCIObjectPin()でオブジェクトを確保するとき
に設定されます。継続時間値のデータ型は OCIDurationです。

注意注意注意注意 : オブジェクトの確保継続時間は、オブジェクトの割当て継続時間より長くできま
せん。

オブジェクトの割当て継続時間が終わりに達すると、オブジェクトは自動的に削除され、メ
モリーが再利用可能になります。確保継続時間はオブジェクトのメモリーを再使用できる時
期を示し、キャッシュが満杯になるとメモリーは再使用されます。

OCIでは、次の 2つの事前定義済みの継続時間をサポートします。

1. トランザクション（OCI_DURATION_TRANS）

2. セッション（OCI_DURATION_SESSION）

トランザクション継続時間は、トランザクションが終了（コミットまたは異常終了）した時
点で終わりです。セッション継続時間は、セッションまたは接続が終了した時点で終わりで
す。

アプリケーションでは、OCIObjectUnpinを使用するオブジェクトを明示的に確保解除でき
ます。個々のオブジェクトの明示的な確保解除を最小限にするには、アプリケーションで関
数 OCICacheUnpinを使用し、オブジェクト・キャッシュ内で現在確保済みであるすべての
オブジェクトを確保解除します。デフォルトでは、すべてのオブジェクトは、確保継続時間
終了時に確保を解除されます。
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継続時間例継続時間例継続時間例継続時間例
表 13-2 は、アプリケーションでの異なる継続時間の使用方法を示します。このアプリケー
ションでは、1つの接続と 3つのトランザクションで、4つのオブジェクトを作成または確
保しています。最初の列はデータベースで実行されるアクションを示し、2番目の列はその
アクションを実行する関数を示しています。残りの列はアプリケーションの各ポイントでの
各種オブジェクトの状態を示しています。

たとえば、オブジェクト 1は、T2で接続継続時間で作成され、接続を終了すると T19まで
存在します。オブジェクト 2は、T6でフェッチされた後、トランザクション継続時間では
T7で確保され、トランザクションがコミットされた際に T9まで確保されたままとなりま
す。
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表表表表 13-2  割当ておよび確保継続時間の例割当ておよび確保継続時間の例割当ておよび確保継続時間の例割当ておよび確保継続時間の例

時間時間時間時間
アプリケーションのアクショアプリケーションのアクショアプリケーションのアクショアプリケーションのアクショ
ンンンン 関数関数関数関数

オブジェクオブジェクオブジェクオブジェク
トトトト 1

オブジェクオブジェクオブジェクオブジェク
トトトト 2

オブジェオブジェオブジェオブジェ
クトクトクトクト 3

オブジェクオブジェクオブジェクオブジェク
トトトト 4

T1 接続を確立する

T2 オブジェクト 1を作成する - 
割当て継続時間 = 接続

OCIObjectNew() 既存

T5 トランザクション 1を開始す
る

OCITransStart() 既存

T6 SQL - REFをオブジェクト 2
にフェッチ

既存

T7 オブジェクト 2を確保する - 
確保継続時間 = トランザク
ション

OCIObjectPin() 既存 確保済み

T8 アプリケーション・データを
処理する

既存 確保済み

T9 トランザクション 1をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 確保解除

T10 トランザクション 2を開始す
る

OCITransStart() 既存

T11 オブジェクト 3を作成する - 
割当て継続時間 = トランザク
ション

OCIObjectNew() 既存 既存

T12 SQL - REFをオブジェクト 4
にフェッチする

既存 既存

T13 オブジェクト 4を確保する -
確保継続時間 = 接続

OCIObjectPin() 既存 既存 確保済み

T14 トランザクション 2をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 削除済み 確保済み

T15 セッション 1を終了する OCIDurationEnd() 既存 確保済み

T16 トランザクション 3を開始す
る

OCITransStart() 既存 確保済み

T17 アプリケーション・データを
処理する

既存 確保済み

T18 トランザクション 3をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 確保済み

T19 接続を終了する 削除済み 確保解除
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 関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの関数に渡せるパラメータ値についての情報は、第 16章の「OCIナ
ビゲーショナル関数と型関数」の OCIObjectNew()および OCIObjectPin()の説明を参照
してください。

割当て継続時間が期限切れとなった後の、オブジェクト・メモリーの開放に関する情報
は、10-30ページの「オブジェクトの作成」を参照してください。

インスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウト
メモリーのインスタンスは、インスタンスのトップ・レベル・メモリー・チャンク、および
NULL標識構造体のトップ・レベル・メモリー、オプションとして多数の 2次メモリー・
チャンクで構成されています。たとえば、次のような DEPARTMENTという行の型がある
とします。

CREATE TYPE department AS OBJECT
( dep_name      varchar2(20),
budget        number,
 manager       person,            /* person is an object type */
employees     person_array );   /* varray of person objects */

この C表現は次のようになります。

struct department
{
OCIString * dep_name;
OCINumber budget;
struct person manager;
OCIArray * employees;
);
typedef struct department department;

DEPARTMENTの各インスタンスは、dep_name、budget、manager、employeesなど
のトップ・レベル属性が入ったトップ・レベル・メモリー・チャンクを持ちます。dep_
name属性と employees属性は、実際にはそれ自体が追加メモリー（2次メモリー・チャン
ク）へのポインタです。2次メモリーは、埋込みインスタンスの実データを入れるために使
用されます（employeesの varrayや dep_nameの文字列など）。

NULL標識構造体のトップ・レベル・メモリーには、インスタンスのトップ・レベル・メモ
リー・チャンクにある属性の NULL状態が入っています。この例では、NULL構造体の
トップ・レベル・メモリーに、属性 dep_name、budget、manager、employeesの
NULL状態と属性 employeesのアトミック NULLが入っています。
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オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション
この項では、OCIアプリケーションでオブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトのグラフ
をナビゲートする方法を説明します。

単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション
これまでの項に示した例では、アプリケーションで検索したオブジェクトは単純なオブジェ
クトであり、その属性はすべてスカラー値でした。アプリケーションで、別のオブジェクト
への REFである属性を持つオブジェクトを検索する場合は、OCIコールを使用してオブ
ジェクト・グラフを走査し、参照されているインスタンスにアクセスできます。

たとえば、次の宣言でデータベースに新しい型を定義したとします。

CREATE TYPE person_t AS OBJECT
(  name          VARCHAR2(30),
  mother          REF person_t,
  father          REF person_t);

person_tオブジェクトのオブジェクト表は、次の文を使用して作成します。

CREATE TABLE person_table OF person_t;

これで person_t型のインスタンスをこの型指定表に格納できます。person_tの各イン
スタンスには、同じ表に格納される他の 2つのオブジェクトへの参照が含まれています。
NULL参照は、親に関する情報がないことを表します。

オブジェクト・グラフは、オブジェクト・インスタンス間の REFリンクを視覚的に表現した
ものです。たとえば、次のページの図 13-2の「person_tインスタンスのオブジェクト・グ
ラフ」に、1オブジェクトから別のオブジェクトへのリンクを示す person_tインスタンス
のオブジェクト・グラフを示します。円はオブジェクトを表し、矢印は他のオブジェクトへ
の参照を表しています。
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図図図図 13-2  person_t インスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフ

この場合、各オブジェクトは、同一オブジェクトの他の 2つのインスタンスへのリンクを持
ちます。これ以外のケースも考えられます。オブジェクトがその他のオブジェクト型へのリ
ンクを持つ場合もあります。その他の型のグラフも可能です。たとえば、オブジェクトの集
合を連係リストとして組み込む場合は、オブジェクト・グラフを単純な連鎖とみなすことが
できます。この場合、各オブジェクトは、連係リストの前にあるオブジェクトまたは次にあ
るオブジェクト（あるいはその両方）を参照します。

この章の前半で説明した方法を使って、person_tインスタンスへの参照を取り出し、次に
そのインスタンスを確保できます。OCIには、1つのオブジェクトから別のオブジェクトを
たどることでオブジェクト・グラフを走査できる機能があります。

一例として、アプリケーションで、上記グラフの person1インスタンスをフェッチし、
pers_1として確保すると想定します。これを行うと、アプリケーションで person1の母
インスタンスにアクセスし、2次確保操作を通じてそれを pers_2に確保できます。

OCIObjectPin(env, err, pers_1->mother, OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_TRANS, OCI_LOCK_X, 
(OCIComplexObject *) 0, &pers_2);
この場合、2つ目のインスタンスを検索するための OCIのフェッチ操作は必要ありません。

person1

M F

person2

M F

person3

M F

person4

M F

person5

M F

person6

M F

NULL
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アプリケーションでは、次に、person1の父インスタンスを確保するか、person2の参照
リンクで操作できます。

注意注意注意注意 : NULLを確保しようとすると、ぶら下がり REFで OCIObjectPin()コールにエラー
が生じます。

OCIナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数
この項では、OCIナビゲーショナル関数をまとめて簡単に説明します。関数は一般的な機能
別にグループ化してあります。これらの各関数の詳細は、第 16章の「OCIナビゲーショナ
ル関数と型関数」で説明します。

これらの関数の使用方法は、この章の最初にいくつかの項目で説明しています。

ナビゲーショナル・ファンクションは、機能の種類に応じて異なる接頭辞が付く命名体系に
従っています。

OCICache*() - キャッシュ操作の関数

OCIObject*() - 個々のオブジェクトを操作する関数

確保確保確保確保 /確保解除確保解除確保解除確保解除 /開放関数開放関数開放関数開放関数
オブジェクトの確保または確保解除、解放を行うには、次の関数を使用します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCICacheFree() キャッシュの全インスタンスを解放する

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

OCIObjectArrayPin() 参照の配列を確保する

OCIObjectFree() スタンドアロン・インスタンスを解放し、確保解除する

OCIObjectPin() オブジェクトを確保する

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

OCIObjectPinTable() 継続時間を指定して表オブジェクトを確保する

OCIObjectUnpin() オブジェクトを確保解除する



OCIナビゲーショナル関数

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 13-21

フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数
変更したオブジェクトをサーバーにフラッシュするには、次の関数を使用します。

マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数
アプリケーションで、メタ属性の 1つを変更してオブジェクトのマークまたはマーク解除を
行うには、次の関数を使用します。

オブジェクトのメタ属性アクセサ関数オブジェクトのメタ属性アクセサ関数オブジェクトのメタ属性アクセサ関数オブジェクトのメタ属性アクセサ関数
アプリケーションでオブジェクトのメタ属性にアクセスするには、次の関数を使用します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

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

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

OCICacheRefresh() キャッシュ内の確保済み永続オブジェクトをリフレッ
シュする

OCIObjectRefresh() 単一の永続オブジェクトをリフレッシュする

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIObjectMarkDelByRef() REFを指定してオブジェクトを削除済みをマークする

OCIObjectMarkUpd() オブジェクトを更新済み /ダーティとマークする

OCIObjectMarkDel() オブジェクトを削除済みとマークする /値インスタンス
を削除する

OCICacheUnmark() キャッシュ内の全オブジェクトをマーク解除する

OCIObjectUnmark() 指定のオブジェクトを更新済みとマークする

OCIObjectUnmarkByRef() REFを指定してオブジェクトに更新済みのマークを付け
る

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIObjectExists() インスタンスの既存状態を入手する

OCIObjectFlushStatus() インスタンスのフラッシュ状態を取得する

OCIObjectGetInd() インスタンスの NULL構造体を入手する
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その他の関数その他の関数その他の関数その他の関数
次の関数は、OCIアプリケーションにその他のオブジェクト機能を提供します。

OCIObjectIsDirtied() オブジェクトに更新済みのマークが付いていますか ?

OCIObjectIsLocked() オブジェクトはロック状態ですか ?

関数関数関数関数 用途用途用途用途

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

OCIObjectGetObjectRef() 指定のオブジェクトへの参照を戻す

OCIObjectGetTypeRef() インスタンスの TDOへの参照を入手する

OCIObjectLock() 永続オブジェクトをロックする

OCIObjectLockNoWait() NOWAITモードでオブジェクトをロックする

OCIObjectNew() 新規インスタンスを作成する

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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14
オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法

この章では、オブジェクト型トランスレータ（OTT）について説明します。これはデータ
ベース・オブジェクト型をマップしたり、名前付きコレクション型を OCIおよび
Pro*C/C++アプリケーションで使うために C構造体にマップするのに使われます。この章
は、次のトピックで構成されています。

■ OTT概要

■ オブジェクト型トランスレータの使用方法

■ OTTのコマンド行

■ Intypeファイル

■ OTTデータ型マッピング

■ Outtypeファイル

■ OCIアプリケーションでの OTTの使用方法

■ OTTの参照

注意注意注意注意 : Pro*C/C++に特定の情報は、『Pro*C/C++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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OTT概要概要概要概要
オブジェクト型トランスレータ（Object Type Translator: OTT）は、Oracleサーバーでユー
ザー定義型を使用する C言語アプリケーションを開発するのに役立ちます。

SQL CREATE TYPE文を使用して、オブジェクト型を作成できます。これらの型の定義を
データベースに格納しておき、データベースの表を作成するときに使用できます。これらの
表を作成すると、OCIまたは Pro*C/C++のプログラマは、表に格納されたオブジェクトに
アクセスできます。

オブジェクト・データにアクセスするアプリケーションでは、データをホスト言語形式で表
現できなければなりません。これは、オブジェクト型を C構造体として表現することによっ
て実現できます。プログラマがデータベース・オブジェクト型を表す構造体宣言を、手入力
でコーディングすることは可能です。しかし、多くの型がある場合、この作業は時間がかか
り、エラーを生む原因になることも少なくありません。OTTを使用して適切な構造体宣言を
自動的に生成することにより、このステップを単純化できます。Pro*C/C++のアプリケー
ションでは OTTで生成したヘッダー・ファイルを組み込むだけですみます。また、OCIで
は、アプリケーションが OTTで生成された初期化関数をコールする必要があります。

OTTは、格納済みのデータ型を表す構造体を作成するだけでなく、オブジェクト型またはそ
のフィールドが NULLかどうかを示すパラレル標識構造体も生成します。

オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法
オブジェクト型トランスレータ（OTT）は、オブジェクト型と名前付きコレクション型の
データベース定義を、OCIまたは Pro*C/C++アプリケーションに組み込める C構造体宣言
に変換します。

OTTを明示的に起動し、データベース型を C表現に変換しなければなりません。さらに、
プログラムで必要なユーザー定義型に関する情報を使用して、型バージョン表と呼ばれる
データ構造を初期化する必要があります。この初期化を実行するコードは、OTTで生成しま
す。 

ほとんどのオペレーティング・システムでは、コマンド行から OTTを起動します。「Intype
ファイル」を入力とし、「Outtypeファイル」および C「ヘッダー・ファイル」、オプション
の「インプリメンテーション・ファイル」を生成します。OTTを起動するコマンドの例を次
に示します。

ott userid=scott/tiger intype=demoin.typ outtype=demoout.typ code=c hfile=demo.h

このコマンドで、OTTをユーザー名 'scott'およびパスワード 'tiger'でデータベースに接
続し、intypeファイル（demoin.typ）の指示にしたがってデータベース型を C構造体に
変換します。その結果生成された構造体は、codeパラメータで指定したホスト言語（C言
語）用として headerファイル（demo.h）に出力されます。Outtypeファイル
（demoout.typ）では、その変換についての情報を受け取ります。

各パラメータについては、この章のこの後の項目で詳しく説明します。

 demoin.typファイルの例
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CASE=LOWER
TYPE employee

demoout.typファイルの例

CASE = LOWER
TYPE EMPLOYEE AS employee
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h

この例では、demoin.typファイルに、TYPEが前に付く変換対象の型（たとえば、TYPE 
employee）があります。Outtypeファイルの構造体は、Intypeファイルに似ており、
OTTで取得した情報が追加されます。

OTTによる変換が終了すると、ヘッダー・ファイルには、intypeファイルで指定した各型
の C構造体表現と、各型に対応した NULL標識構造体が入っています。たとえば、Intype
ファイルにリストされた employee型が次のように定義されたとします。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(
    name       VARCHAR2(30),
    empno      NUMBER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary    NUMBER
);

OTTで生成されたヘッダー・ファイル（demo.h）には、その他の項目の中に、次の宣言が
含まれます。

struct employee
{
    OCIString * name;
    OCINumber empno;
    OCINumber deptno;
    OCIDate   hiredate;
    OCINumber salary;
};
typedef struct emp_type emp_type;

struct employee_ind
{
    OCIInd _atomic;
    OCIInd name;
    OCIInd empno;
    OCIInd deptno;
    OCIInd hiredate;
    OCIInd salary;
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};
typedef struct employee_ind employee_ind;

注意注意注意注意 : intypeファイルのパラメータで、生成済み構造体の命名方法を制御します。この
例では、構造体名の employeeはデータベース型名の employeeと合致します。構造体
名には小文字を用います。Intypeファイルの行が CASE=lowerのためです。

構造体宣言（OCIString、OCIIndなど）のデータ型は、特殊なデータ型です。これらの
型の詳細は、14-9ページの「OTTデータ型マッピング」を参照してください。

次の各項では、OTTの使用方法をそれぞれの局面から説明します。

■ データベースでの型の作成

■ OTTの起動

■ OTTのコマンド行

■ Intypeファイル

■ OTTデータ型マッピング

■ NULL標識の構造体

■ Outtypeファイル

この章の残りの各項では、OCIでの OTTの使用方法を説明します。その後に続くリファレ
ンスの項目では、コマンド行構文、パラメータ、Intypeファイルの構造体、ネストした
#includeファイルの生成、スキーマ名の使用方法、デフォルトの名前マッピング、および
制限事項を説明します。

データベースでの型の作成データベースでの型の作成データベースでの型の作成データベースでの型の作成
OTTを使用するとき、最初のステップは、オブジェクト型または名前付きコレクション型を
作成してデータベースに格納することです。そのためには、SQL CREATE TYPE文を使用し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : CREATE TYPE文に関する詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照して
ください。

OTTの起動の起動の起動の起動
次のステップは、OTTの起動です。OTTパラメータは、コマンド行で、または構成ファイ
ルをコールしたファイルで指定できます。一部のパラメータは Intypeファイルでも指定で
きます。

1つのパラメータを複数箇所に指定した場合、コマンド行の値が INTYPEファイルの値より
優先されます。INTYPEファイルの値はユーザー定義の構成ファイルの値より優先されま
す。ユーザー定義の構成ファイルの値は、デフォルトの構成ファイルの値より優先されま
す。
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コマンド行コマンド行コマンド行コマンド行
コマンド行に設定されたパラメータ（オプションとも呼ばれます）は、他で設定されたパラ
メータを上書きします。詳細は、次の項の「OTTのコマンド行」を参照してください。

構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル
構成ファイルは、OTTパラメータが入っているテキスト・ファイルです。ファイル内の空白
以外の各行には、1つのオプションと、それに対応付けられた 1つ以上の値が入っています。
1行に 2つ以上のパラメータを指定した場合は、最初のパラメータだけが使用されます。構
成ファイルの空白以外の行では、空白は使用できません。

構成ファイルは、コマンド行で名前を付けることができます。さらに、デフォルトの構成
ファイルは常に読み込まれます。このデフォルトの構成ファイルは、常に存在しなければな
りませんが、空でも構いません。デフォルトの構成ファイルの名前は ottcfg.cfgであり、構成
ファイルの位置はシステム固有です。たとえば、Solarisのファイル指定は $ORACLE_
HOME/precomp/admin/ottcfg.cfgです。詳細は、プラットフォーム固有のマニュアルを参
照してください。

INTYPE ファイルファイルファイルファイル
INTYPEファイルは、変換する OTTのユーザー定義型のリストです。 

パラメータの CASE、HFILE、INITFUNCおよび INITFILEは INTYPEファイルに入れ るこ
とができます。詳細は、14-7ページの「Intypeファイル」を参照してください。

OTTのコマンド行のコマンド行のコマンド行のコマンド行
ほとんどのプラットフォームでは、コマンド行から OTTを起動します。入出力ファイルや
データベース接続情報などを指定できます。プラットフォームでの OTTの起動方法につい
ては、プラットフォーム固有のマニュアルを参照してください。 

例例例例 1  コマンド行から OTTを起動する例を次に示します。

ott userid=bren/bigkitty intype=demoin.typ outtype=demoout.typ code=c hfile=demo.h

注意注意注意注意 : 等価の符号（=）の両側には空白を挿入しません。

次の各項では、この例で使用しているコマンド行の要素を説明します。

さまざまな OTTコマンド行のオプションについての詳細は、14-20ページの「OTTの参照」
を参照してください。

OTT
OTTを起動します。必ずコマンド行の先頭に置きます。
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userid
OTTが使用するデータベース接続情報を指定します。

例 1では、OTTはユーザー名 'bren'およびパスワード 'bigkitty'で接続を試みます。

intype
使用する intypeファイルの名前を指定します。

例 1では、intypeファイルの名前を demoin.typと指定しています。

outtype
outtypeファイルの名前を指定します。OTTで Cヘッダー・ファイルを生成すると、変換さ
れた型の情報が Outtypeファイルに書き込まれます。このファイルには、変換された各型の
エントリが、バージョン文字列および C表現を書き込んだヘッダー・ファイルとともに含ま
れています。

14-5ページの「例 1」では、outtypeファイルの名前は demoout.typのように指定されま
す。

注意注意注意注意 : outtypeのキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合、OTTが稼
動する際にそれが上書きされます。Outtypeファイル名が Intypeファイル名と同じであ
れば、Outtypeファイル内の情報によって Intypeファイルが上書きされます。

code
変換の目標言語を指定します。次のオプションがあります。

■ C（ANSI_Cと等価）

■ ANSI_C（ANSI C対応）

■ KR_C （Kernighan & Ritchie C対応）

現在はデフォルト・オプションがないため、このパラメータは必須です。

構造体の宣言は、両方の Cダイアレクトにおいて同一です。INITFILEファイルで定義され
た初期化関数が定義されるスタイルは、KR_Cが使用されるかどうかによります。INITFILE
オプションを使用しない場合、3つのオプションはすべて等価です。

hfile
生成された構造体を書き込む Cヘッダー・ファイルの名前を指定します。 

14-5ページの「例 1」では、生成される構造体は demo.hと呼ばれるファイルに格納されま
す。
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注意注意注意注意 : hfileキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合、次の例外を除い
ては、OTTが稼動する際に上書きされます。OTTによって生成されるファイルの内容
が、ファイルの前の内容と同一の場合、OTTは実際にはファイルへ書き込みをしませ
ん。これにより、ファイルの変更時間を節約でき、UNIX makeおよび他のプラット
フォームでの類似の機能で、不必要な再コンパイルを実行しません。

initfile
初期化関数を格納する Cソース・ファイルの使用を指定します。 

注意注意注意注意 : initfileキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合、次の例外を
除いては、OTTが稼動する際にこれが上書きされます。OTTによって生成されるファ
イルの内容が、ファイルの前の内容と同一の場合、OTTは実際にはファイルへ書き込み
をしません。これにより、ファイルの変更時間を節約でき、UNIX makeおよび他のプ
ラットフォームでの類似の機能で、不必要な再コンパイルを実行しません。

initfunc
initfileに定義する初期化関数の名前を指定します。

このパラメータを使用せず初期化関数を生成すると、初期化関数の名前は、initfileの基本名
と同一になります。

Intypeファイルファイルファイルファイル
OTTの実行時に、INTYPEファイルは、どのデータベース型が変換されるかを OTTに通知
し、生成された構造体の名前付けを制御します。ユーザー作成ファイル、または前回 OTT
を起動したときの outtypeファイルを intypeファイルにすることができます。INTYPEパラ
メータを使用しない場合、OTTが接続するスキーマにあるすべての型が変換されます。

簡単なユーザー作成 intypeファイルの例を次に示します。

CASE=LOWER
TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE item
TYPE "Person"
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

第 1行では、CASEキーワードによって、生成された C識別子を小文字にすることを指示し
ています。ただし、この CASEオプションは、intypeファイルに明示的に記述されていない
識別子にだけ適用されます。そのため、常に employee は employee、ADDRESSは ADDRESS
という C構造体になります。これらの構造体のメンバーは、小文字で名前が付けられます。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : CASEオプションに関する詳細は、14-25ページの「case」の説明を参照して
ください。

TYPEキーワードで始まる行は、データベースで変換する型を指定します。この例では、
EMPLOYEE型、ADDRESS型、ITEM型、PERSON型および PURCHASE_ORDER型です。

TRANSLATE...ASキーワードでは、オブジェクト型を C構造体に変換するときに、オブ
ジェクト属性の名前を変更することを指定しています。この場合は、employee型の
SALARY$属性が salaryに変換されます。

最終行の ASキーワードでは、オブジェクト型を構造体に変換するとき、名前を変更するこ
とを指定しています。この例では、purchase_orderというデータベース型を p_oという
構造体に変換します。

ASキーワードが、型または属性名の変換に使用されない場合、その型または属性のデータ
ベース名は、C識別子名として使用されます。例外として、CASEオプションが有効で、有
効な C識別子文字にマップできない文字は、アンダースコアに置き換わります。型または属
性名を変換する理由は、次のとおりです。

■ 名前に、アルファベットおよび数字、アンダースコア以外の文字が含まれます。

■ 名前が Cキーワードと競合します。

■ 型名が、同一の有効範囲内で別の識別子と競合します。たとえば、プログラムで、異な
るスキーマにある同じ名前の 2つの型を使用する場合に発生します。

■ プログラマが別の名前に変更します。

OTTでは、intypeファイルにリストしていないその他の型の変換が必要になる場合があり
ます。OTTでは変換前に intypeファイルの型の依存関係が分析され、必要に応じてその他
の型が変換されるからです。たとえば、ADDRESS型が intypeファイルにリストされていな
くても、"Person"型が ADDRESS型の属性を所有している場合、"Person"型の定義は必
須のため、OTTでは ADDRESSを変換します。

通常の大 /小文字の区別がない SQL識別子は、INTYPEファイルで、大 /小文字のどのよ
うな組合わせのつづりでも構いません。引用符は付けません。

CREATE TYPE"Person"のように大 /小文字を区別して作成した SQL識別子を参照するに
は、TYPE"Person"のように引用符を使用します。SQL識別子は、宣言の際に引用した場合
は、大 /小文字が区別されます。引用符は、また、TYPE "CASE"のような OTT予約語であ
る SQL識別子を参照するためにも使用できます。その SQL識別子が CREATE TYPE Case
のように大 /小文字を区別しないで作成されている場合、名前に引用符を付けるときは、そ
の名前は大文字である必要があります。OTT予約語を SQL識別子の名前を参照するのに使
用し、しかし引用符を付けていない場合は、OTTは INTYPEファイルに構文エラーをレ
ポートします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : intypeファイル構造体の仕様および使用可能なオプションについては、14-26
ページの「Intypeファイルの構造体」を参照してください。
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OTTデータ型マッピングデータ型マッピングデータ型マッピングデータ型マッピング
OTTでデータベース型から生成した C構造体には、オブジェクト型の属性ごとに 1つずつ
対応する要素が含まれています。属性のデータ型は、Oracleのオブジェクト・データ型で使
われる型にマップされます。オブジェクト型やコレクションなどのユーザー定義型の作成を
サポートするために、Oracleのデータ型には、事前定義済みのプリミティブな型の集合が組
み込まれています。

Oracleの事前定義済みの型の集合には、数値型や文字型を含む、プログラマによく知られて
いる標準の型があります。また、Oracle8で新たに導入されたデータ型（BLOB、CLOBな
ど）も含まれています。

また、Oracleには、オブジェクト型属性を C構造体で表現するための事前定義済みの型の
集合も含まれています。たとえば、次のようなオブジェクト型定義と、OTTで生成した対応
する構造体宣言があるとします。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(   name       VARCHAR2(30),
    empno      NUMBER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary$    NUMBER);

CASE=LOWERで、型または属性名の明示的なマッピングがないと仮定すると、OTT出力
は次のようになります。

struct employee
{   OCIString * name;
    OCINumber empno;
    OCINumber department;
    OCIDate   hiredate;
    OCINumber salary_;
};
typedef struct emp_type emp_type;
struct employee_ind
{
    OCIInd _atomic;
    OCIInd name;
    OCIInd empno;
    OCIInd department;
    OCIInd hiredate;
    OCIInd salary_;
}
typedef struct employee_ind employee_ind;

標識の構造体（struct employee_ind）については、14-14ページの「NULL標識の構造体」で
説明します。
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ここでは、構造体宣言のデータ型、—OCIString、OCINumber、OCIDate、OCIInd—を
使ってオブジェクト型の属性のデータ型をマップしています。たとえば、empno属性の
NUMBERデータ型は、OCINumberデータ型にマップします。また、これらのデータ型は、
バインド変数および定義変数の型としても使用できます。

オブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型を Cにマッピングにマッピングにマッピングにマッピング
この項目では、Oracleのオブジェクト属性型と OTTで生成される Cの型とのマッピングを
説明します。次の 14-11ページの「OTT型マッピングの例」では、さまざまなマッピングの
例を示します。次の表には、属性として使える型から、OTTで生成されるオブジェクト・
データ型へのマッピングをリストします。

表表表表 14-1  オブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピング

オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

VARCHAR2(N) OCIString *

VARCHAR(N) OCIString *

CHAR(N)、CHARACTER(N) OCIString *

NUMBER、NUMBER(N)、NUMBER(N,N) OCINumber

NUMERIC、NUMERIC(N)、NUMERIC(N,N) OCINumber

REAL OCINumber

INT、INTEGER、SMALLINT OCINumber

FLOAT、FLOAT(N)、DOUBLE PRECISION OCINumber

DEC、DEC(N)、DEC(N,N) OCINumber

DECIMAL、DECIMAL(N)、DECIMAL(N,N) OCINumber

DATE OCIDate

BLOB OCIBlobLocator *

CLOB OCIClobLocator *

BFILE OCIBfileLocator *

ネスト・オブジェクト型 ネスト・オブジェクト型の Cの名前

REF typedefを使用して宣言。OCIRef *
と等価。

次の例を参照

RAW(N) OCIRaw *
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名前付きコレクション型と、OTTで生成される Oracleのオブジェクト・データ型とのマッ
ピングを次の表に示します。

注意注意注意注意 : REF、VARRAYおよび NESTED TABLE型に対して、OTTでは typedefを生成し
ます。この typedefで宣言された型は、構造体（struct）の宣言でデータ・メンバーの
型として使われます。次の項「OTT型マッピングの例」を参照してください。

オブジェクト型に REFまたはコレクション型の属性が含まれる場合、最初に REFまたはコ
レクション型の typedefが生成されます。次に、オブジェクト型に対応する構造体宣言が生
成されます。構造体には、REFまたはコレクション型へのポインタを型に持つ要素が含まれ
ます。

あるオブジェクト型の中に含まれる属性が、別のオブジェクト型を型として持っている場
合、OTTではネストした型が最初に生成されます。次に、オブジェクト型属性が、ネストし
たオブジェクト型である型のネストした構造体にマッピングされます。

OTTがオブジェクト以外のデータベース属性の型をマップする Oracleの Cデータ型は構造
体で、OCIDate以外は不明確です。

OTT 型マッピングの例型マッピングの例型マッピングの例型マッピングの例
次の例では、OTTで作成される各種のマッピングを示します。

次のようなデータベース型があるとします。

CREATE TYPE my_varray AS VARRAY(5) of integer;

CREATE TYPE object_type AS OBJECT
(object_name    VARCHAR2(20));

CREATE TYPE my_table AS TABLE OF object_type;

CREATE TYPE many_types AS OBJECT
( the_varchar    VARCHAR2(30),
  the_char       CHAR(3),
  the_blob       BLOB,
  the_clob       CLOB,

表表表表 14-2  コレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピング

名前付きコレクション型名前付きコレクション型名前付きコレクション型名前付きコレクション型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

VARRAY typedefを使用して宣言。OCIArray *と等
価。

次の例を参照

NESTED TABLE typedefを使用して宣言。OCITable *と等
価。

次の例を参照
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  the_object     object_type,
  another_ref    REF other_type,
  the_ref        REF many_types,
  the_varray     my_varray,
  the_table      my_table,
  the_date       DATE,
  the_num        NUMBER,
  the_raw        RAW(255));

次のような intypeファイルがあるとします。

CASE = LOWER
TYPE many_types

OTTによって次の C構造体が生成されます。

注意注意注意注意 : 構造体についての補足説明として、ここではコメントを付け加えています。これ
らのコメントは、実際の OTT出力の一部ではありません。

#ifndef MYFILENAME_ORACLE
#define MYFILENAME_ORACLE

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

typedef OCIRef many_types_ref;
typedef OCIRef object_type_ref;
typedef OCIArray my_varray;            /* part of many_types */
typedef OCITable my_table;             /* part of many_types*/
typedef OCIRef other_type_ref;
struct object_type                     /* part of many_types */
{
   OCIString * object_name;
};
typedef struct object_type object_type;

struct object_type_ind               /*indicator struct for*/
{                                            /*object_types*/
   OCIInd _atomic;
   OCIInd object_name;
};
typedef struct object_type_ind object_type_ind;

struct many_types
{
   OCIString *        the_varchar;
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   OCIString *        the_char;
   OCIBlobLocator *   the_blob;
   OCIClobLocator *   the_clob;
   struct object_type the_object;
   other_type_ref *   another_ref;
   many_types_ref *   the_ref;
   my_varray *        the_varray;
   my_table *         the_table; 
   OCIDate            the_date;
   OCINumber          the_num;
   OCIRaw *           the_raw;
};
typedef struct many_types many_types;

struct many_types_ind                  /*indicator struct for*/
{                                               /*many_types*/
   OCIInd _atomic;
   OCIInd the_varchar;
   OCIInd the_char;
   OCIInd the_blob;
   OCIInd the_clob;
   struct object_type_ind the_object;              /*nested*/
   OCIInd another_ref;
   OCIInd the_ref;
   OCIInd the_varray;
   OCIInd the_table;
   OCIInd the_date;
   OCIInd the_num;
   OCIInd the_raw;
};
typedef struct many_types_ind many_types_ind;

#endif

Intypeファイルでは変換対象として 1つの項目しか指定していませんが、2つのオブジェク
ト型と 2つの名前付きコレクション型が変換されていることに注意してください。14-5ペー
ジの「OTTのコマンド行」で説明しているとおり、リストされた型の変換を完了するため、
OTTでは変換する型の属性に使われた型はすべて自動的に変換します。

これは、オブジェクト型属性の中のポインタまたは REFによって アクセスするだけの型に
は適用しません。たとえば、many_types型には属性として another_ref REF other_
typeがありますが、struct other_typeは生成されません。

また、この例では、VARRAY、NESTED TABLEおよび REFの各型を宣言するための
typedefsの使用方法を示しています。

typedefsは始めにきます。
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typedef OCIRef many_types_ref;
typedef OCIRef object_type_ref;
typedef OCIArray my_varray;    
typedef OCITable my_table; 
typedef OCIRef other_type_ref;

struct many_typesでは、次のように VARRAY、NESTED TABLEおよび REF属性が宣言さ
れています。

struct many_types
{ ...
   other_type_ref *   another_ref;
   many_types_ref *   the_ref;
   my_varray *        the_varray;
   my_table *         the_table;
   ...
}

NULL標識の構造体標識の構造体標識の構造体標識の構造体
OTTでデータベースのオブジェクト型を表現する C構造体が生成されるたびに、対応する
NULL標識構造体も生成されます。C構造体にオブジェクト型を選択するとき、パラレル構
造体の中に NULL標識情報を選択できます。

たとえば、前の項目の例では次の NULL標識構造体が生成されます。

struct many_types_ind
{
OCIInd _atomic;
OCIInd the_varchar;
OCIInd the_char;
OCIInd the_blob;
OCIInd the_clob;
struct object_type_ind the_object;
OCIInd another_ref;
OCIInd the_ref;
OCIInd the_varray;
OCIInd the_table;
OCIInd the_date;
OCIInd the_num;
OCIInd the_raw;
};
typedef struct many_types_ind many_types_ind;

NULL構造体のレイアウトは重要です。構造体の第 1要素（_atomic）は、アトミック
NULL標識です。この値は、オブジェクト型全体のNULL状態を示します。このアトミッ
ク NULL標識の後に、OTTで生成した、オブジェクト型を表現する構造体の各要素に対応
する標識要素が続きます。



Outtype ファイル

オブジェクト型トランスレータの使用方法 14-15

あるオブジェクト型の定義の一部として別のオブジェクト型が含まれる場合（この例では
object_type属性）、その属性の標識エントリは、ネストしたオブジェクト型に対応する
NULL標識構造体（object_type_ind）です。

VARRAYと NESTED TABLEには、要素のNULL情報が含まれます。

NULL標識構造体のその他の要素のデータ型は、すべて OCIIndです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アトミックNULLについての詳細は、10-27ページの「NULL」を参照して
ください。

Outtypeファイルファイルファイルファイル
Outtypeファイルは、OTTコマンド行で名前が付けられます。OTTで Cヘッダー・ファイ
ルを生成すると、変換の結果が outtypeファイルに書き込まれます。このファイルには、変
換された各型のエントリが、バージョン文字列および C表現を書き込んだヘッダー・ファイ
ルとともに含まれています。

OTTを 1度実行して生成した outtypeファイルは、それ以降に OTTを起動する際の intype
ファイルとして使用できます。

たとえば、この章の前半の例で使用した単純な intypeファイルを考えてみます。

CASE=LOWER
TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE item
TYPE "Person"
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

この例では、OTTで生成する C識別子の大 /小文字の区別を指定し、変換する型をリスト
して指定しています。そのうち 2つの型については、ネーミング規則を指定しています。

OTT実行後の outtypeファイルは、次のようになります。

CASE = LOWER
TYPE EMPLOYEE AS employee
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
             DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS AS ADDRESS
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h
TYPE ITEM AS item
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h
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TYPE "Person" AS Person
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o
  VERSION = "$8.0"
  HFILE = demo.h

intypeで指定しなかった型が outtypeファイルにリストされる場合があります。たとえば、
intypeファイルで person型だけの変換を指定したとします。

CASE = LOWER
TYPE PERSON

そして、person型の定義に address型の属性があり、Outtypeファイルに PERSONと
ADDRESSの両方のエントリがあるとします。person型を完全に変換するには、最初に
addressを変換しなければなりません。

14-5ページの「OTTのコマンド行」で説明するように、OTTでは、変換する前に、型の依
存性について intypeファイルの型を分析し、必要に応じてその他の型を変換します。

OCIアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの OTTの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
OTTで生成した Cヘッダー・ファイルとインプリメンテーション・ファイルは、Oracle 
Server内のオブジェクトにアクセスする OCIアプリケーションで使用できます。ヘッダー・
ファイルは、#include文で OCIコードに取り込みます。

OCIアプリケーションでは、ヘッダー・ファイルを組み込んだ後、ホスト言語形式のオブ
ジェクト・データにアクセスし、操作できます。

図 14-1の「OCIでの OTTの使用方法」 に、OCIで OTTを使用する際のステップを示しま
す。

1. SQLを使用してデータベースに型定義を作成します。

2. OTTで、オブジェクト型と名前付きコレクション型の C表現を含むヘッダー・ファイ
ルを生成します。また、INITFILEオプションを使用して名前が付けられたインプリメ
ンテーション・ファイルも生成します。

3. アプリケーションを記述します。OCIアプリケーションでユーザーが記述したコード
で、INITFUNC関数を宣言してコールします。

4. ヘッダー・ファイルを OCIソース・コード・ファイルに組み込みます。

5. OTTで生成されたインプリメンテーション・ファイルを含めて、OCIアプリケーション
がコンパイルされ、OCIライブラリにリンクされます。

6. OCI実行可能ファイルを Oracle Serverに対して実行します。
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図図図図 14-1  OCIでのでのでのでの OTTの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

OCIでのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作
アプリケーション内部では、OCIプログラムでバインド操作と定義操作を実行できます。そ
のためには、OTTで生成したヘッダー・ファイルに示されている型で宣言したプログラム変
数を使用します。

たとえば、アプリケーションで SQLの SELECT文を使用してオブジェクトへの REFを
フェッチし、適切な OCI関数を使用してそのオブジェクトを確保します。オブジェクトを確
保した後、その他の OCI関数を使用してそのオブジェクトの属性データにアクセスし、操作
できます。

SQL DDL

OTT

#include
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OCIには、オブジェクト型の属性と名前付きコレクション型で操作するために特別に設計さ
れた、一連のデータ型マッピングおよび操作関数が組み込まれています。

使用可能な関数の例を次に示します。

■ OCIStringSize()は、OCIString文字列のサイズを入手。

■ OCINumberAdd()は、2つの OCINumberの数値を加算。

■ OCILobIsEqual()は、2つの LOBロケータが等しいか比較。

■ OCIRawPtr()は、OCIRawのロー・データ型へのポインタを入手。

■ OCICollAppend()は、コレクション型（OCIArray または OCITable）に要素を追加。

■ OCITableFirst()は、ネストした表（OCITable）の最初の既存要素の索引を戻す。

■ OCIRefIsNull()は、REF（OCIRef）が NULLかどうかテスト。

これらの関数の詳細は、このマニュアルの他の章に記載されています。

初期化関数のコール初期化関数のコール初期化関数のコール初期化関数のコール
OTTは、必要に応じて C初期化関数を生成します。初期化関数では、プログラムで使用さ
れている各オブジェクト型について、どのバージョンの型が使用されているかを環境に通知
します。INITFUNCオプションで OTTを起動する場合、初期化関数の名前を指定するか、
初期化関数が入ったインプリメンテーション・ファイル（INITFILE）の名前に基づいてデ
フォルト名を選択できます。

初期化関数には、環境ハンドル・ポインタとエラー・ハンドル・ポインタの 2つの引数があ
ります。一般的に、使用する初期化関数は 1つですが、必ずしもそうである必要はありませ
ん。プログラムに、コンパイル済みの個別のピースがあり、異なる型を要求する場合、各
ピースに対して、初期化関数を含む 1つの初期化ファイルをそれぞれ要求して、OTTを個別
に実行することができます。

たとえば、OCIEnvInit()をコールし、明示的な OCIオブジェクト・コールによって環境ハン
ドルを作成した後、必ず初期化関数も明示的にコールする必要があります。明示的に作成し
た環境ハンドルそれぞれに対して、必ずすべての初期化関数をコールする必要があります。
これによって、各ハンドルは、プログラム全体で使用しているすべての Oracleデータ型に
アクセスできます。

EXEC SQL CONTEXT USEや EXEC SQL CONNECTなどの埋込み SQL文を使用して環境ハ
ンドルを暗黙的に作成する場合、ハンドルは暗黙的に初期化され、初期化関数をコールする
必要はありません。これは、Pro*C/C++を OCIアプリケーションと結合している場合にの
み適用します。

次に、初期化関数の例を示します。

Intypeファイルの ex2c.typを指定します。これには以下を含みます。

TYPE BREN.PERSON
TYPE BREN.ADDRESS
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そして、次のコマンド行を含みます。

ott userid=bren/bigkitty intype=ex2c outtype=ex2co hfile=ex2ch.h initfile=ex2cv.c

OTTでは、ファイル ex2cv.cに対して、次のように生成します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

sword ex2cv(OCIEnv *env, OCIError *err)
{
   sword status = OCITypeVTInit(env, err);
   if (status == OCI_SUCCESS)
      status = OCITypeVTInsert(env, err,
          "BREN", 5,
          "PERSON", 6,
          "$8.0", 4);
    if (status == OCI_SUCCESS)
        status = OCITypeVTInsert(env, err,
           "BREN", 5,
           "ADDRESS", 7,
           "$8.0", 4);
    return status;
}

関数 ex2cvでは型バージョン表を作成し、BREN.PERSON型と BREN.ADDRESS型を挿入し
ます。

プログラムで明示的に環境ハンドルを作成する場合、明示的に作成するハンドルごとに初期
化関数をコールする必要があるので、すべての初期化関数を生成し、コンパイルし、リンク
しなければなりません。プログラムが明示的に環境ハンドルを作成しない場合、初期化関数
は必要ありません。

OTTで生成したヘッダー・ファイルを使用するプログラムでは、同時に生成された初期化関
数も使用する必要があります。より正確にいえば、OTTで生成したヘッダ・ファイルが、P
プログラムへの連結コードを生成するコンパイルに含まれる場合で、環境ハンドルが Pプロ
グラムのどこかほかの場所で明示的に作成される場合は、OTTの同じ起動によって生成され
るインプリメンテーション・ファイルも、Pプログラムにコンパイルおよび連結される必要
があります。これが正確に行われるかどうかは、ユーザーしだいです。
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初期化関数の作業初期化関数の作業初期化関数の作業初期化関数の作業
C初期化関数は、OTTで処理する型のバージョン情報を提供します。C初期化関数は、OTT
で処理する各オブジェクト・データ型の名前とバージョン識別子をタイプ・バージョン表に
追加します。

タイプ・バージョン表は、Oracleの型マネージャが、特定のプログラムで使用する型のバー
ジョンを特定するときに使います。別々のときに OTTで生成した異なる複数の初期化関数
によって、タイプ・バージョン表に同じ型が複数回追加される可能性があります。型が複数
回追加される場合、Oracleでは、毎回同じバージョンの型が確実に登録されるようにしま
す。

初期化関数に対して関数プロトタイプを宣言し、その関数をコールするのは、OCIプログラ
マの役割です。

注意注意注意注意 : Oracleの現行のリリースでは、型ごとにバージョンは 1つだけです。タイプ・
バージョン表の初期化は、Oracleの将来のリリースとの互換性のためだけに必要です。

OTTの参照の参照の参照の参照
OTTの動作は、OTTコマンド行または CONFIGファイルに指定するパラメータによって制
御します。また、一部のパラメータは、INTYPEファイルにも指定できます。

この項目では、次の内容を詳しく説明します。

■ OTTコマンド行の構文

■ OTTパラメータ

■ OTTパラメータの指定可能な場所

■ Intypeファイルの構造体

■ ネストされた #includeファイルの生成

■ SCHEMA_NAMESの使用方法

■ デフォルトの名前のマッピング

■ 制限

この章では、次の規則を使用して OTTの構文を説明します。

■ 山カッコ（<...>）で囲んだ文字列は、ユーザーが指定する文字列。

■ 大文字の文字列は、そのとおりに入力する文字列。ただし、大 /小文字の区別はされな
いので、小文字で入力しても有効です。 

■ OTTキーワードは、例やヘッダーでは小文字の単一スペース・フォントでリストされて
いますが、テキストでは、目立つように大文字で印刷されています。

■ 大カッコ [...]で囲んだ項目は、オプション項目。
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■ 1つの項目（あるいはカッコで囲まれた複数の項目）のすぐ後の省略記号（...）は、そ
の項目を何度も繰り返し指定できることを示します。 

■ これ以外の句読点記号は、示されているとおりに入力。'.'、'@'などが含まれます。

OTTコマンド行の構文コマンド行の構文コマンド行の構文コマンド行の構文
OTTコマンド行インタフェースは、OTTを明示的に起動してデータベース型を C構造体に
変換するときに使用します。オブジェクトを使用する OCIアプリケーションを開発する場合
は、必ずこのインタフェースが必要です。 

OTTコマンド行文は、キーワード OTTと、その後に続く OTTパラメータのリストによって
構成されます。

OTTコマンド行文に指定できるパラメータは、次のとおりです。

[userid=<username>/<password>[@<db_name>]]

[intype=<in_filename>]

outtype=<out_filename>

code=<C|ANSI_C|KR_C>

[hfile=<filename>]

[errtype=<filename>]

[config=<filename>]

[initfile=<filename>]

[initfunc=<filename>]

[case=<SAME|LOWER|UPPER|OPPOSITE>]

[schema_name=<ALWAYS|IF_NEEDED|FROM_INTYPE>]

注意注意注意注意 : 一般に、OTTコマンドに続くパラメータの順番は問わず、OUTTYPEおよび
CODEパラメータだけが常に要求されます。 

HFILEパラメータは、ほとんどいつも使用されます。省略すると、INTYPEファイルの
それぞれの型について、個別に HFILEを指定する必要があります。OTTでは、
INTYPEファイルにリストされていない型を変換する必要があると判断すると、エラー
をレポートします。したがって、INTYPEファイルが以前に OTT OUTTYPEファイルと
して生成された場合のみ、HFILEパラメータは省略できます。
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INTYPEファイルを省略すると、スキーマ全体が変換されます。詳細は、この次の項目
にあるパラメータの説明を参照してください。

OTTコマンド行文の例を次に示します。

OTT userid=marc/cayman intype=in.typ outtype=out.typ code=c hfile=demo.h \ 
errtype=demo.tls case=lower

OTTコマンド行の各パラメータについては、この後の各項で説明します。

OTTパラメータパラメータパラメータパラメータ
OTTコマンド行にパラメータを入力するときの書式は、次のとおりです。

parameter=value

parameterはリテラル・パラメータ文字列であり、valueは有効なパラメータ設定値です。リ
テラル・パラメータ文字列は大 /小文字を区別しません。

コマンド行のパラメータは、空白またはタブのいずれかを使用して区切ります。

また、パラメータは構成ファイル内でも指定できます。ただし、この場合、行の中に空白を
入れることはできないので、各パラメータは独立した行に指定しなければなりません。さら
に、パラメータの CASE、HFILE、INITFUNCおよび INITFILEは INTYPEファイルに入れ
ることができます。

userid
USERIDパラメータでは、Oracleユーザー名、パスワードおよびオプションのデータベース
名（Net8のデータベース指定文字列）を指定します。データベース名を省略すると、デ
フォルトのデータベースが想定されます。このパラメータの構文は、次のとおりです。

userid=<username/password[@db_name]>

これが第 1パラメータである場合は、"USERID="を省略して、次のように指定できます。

OTT username/password...

USERIDパラメータはオプションです。これが省略されると、OTTは、ユーザー
OPS$usernameとして自動的にデフォルトのデータベースへの接続を試行します。username
はユーザーのオペレーティング・システムのユーザー名です。

intype
INTYPEパラメータでは、オブジェクト型指定のリストを読み込む元のファイルの名前を指
定します。読み込んだリストにある型が、OTTによって変換されます。

このパラメータの構文は、次のとおりです。

intype=<filename>
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USERIDが第 1パラメータ、INTYPEが第 2パラメータで、"USERID="を省略した場合は、
"INTYPE="も省略できます。INTYPEが指定されない場合、ユーザーのスキーマの型すべて
が変換されます。

OTT username/password filename...

INTYPEファイルは、型宣言のMakeファイルと考えることができます。C構造体宣言の必
要な型を INTYPEファイルにリストします。INTYPEファイルの書式については、14-26
ページの「Intypeファイルの構造体」で説明します。

コマンド行または INTYPEファイルのファイル名に拡張子を付けないと、"TYP"または
".typ"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

outtype
OTTで処理されるすべてのオブジェクト・データ型の型情報を書き込むファイルの名前で
す。OUTTYPEファイルには、INTYPEファイルで明示的に指定したすべての型が含まれま
す。それに加えて、変換の対象である他の型の宣言で使用しているために変換された型が含
まれる場合もあります。OUTTYPEファイルは、以後 OTTを起動するときに INTYPEファ
イルとして使用できます。

outtype=<filename>

INTYPEパラメータと OUTTYPEパラメータが同一のファイルを参照している場合、
INTYPEファイルの古い情報は、新しい INTYPEの情報に置き換えられます。このことは、
型の変更から型宣言の生成、ソースコードの編集、プリコンパイル、コンパイル、デバッグ
までのサイクルで、同一の INTYPEファイルを繰返し使用するときに便利です。

OUTTYPEは必ず指定してください。

コマンド行または INTYPEファイルのファイル名に拡張子を付けないと、"TYP"または
".typ"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

code
CODE=C、CODE=KR_Cまたは CODE=ANSI_Cとして、OTT出力の目的ホスト言語を指
定します。"CODE=C"は、"CODE=ANSI_C"と等価です。

CODE=C|KR_C|ANSI_C

このパラメータは、デフォルト値がないので必ず指定する必要があります。

initfile
INITFILEパラメータでは、OTTで生成した初期化ファイルを書き込むファイルの名前を指
定します。このパラメータを省略すると、初期化関数は生成されません。
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Pro*C/C++プログラムの場合、必要な初期化は SQLLIB実行時ライブラリによって 実行さ
れるので、INITFILEは必要ありません。OCIプログラムのユーザーは、INITFILEファイル
をコンパイルおよびリンクし、環境ハンドルの作成時に初期化関数をコールする必要があり
ます。

コマンド行または INTYPEファイルで指定した INITFILEファイル名に拡張子を付けない
と、"C"または ".c"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

initfile=<filename>

initfunc
INITFUNCパラメータは、OCIプログラムだけで使用します。OTTで生成する初期化関数
の名前を指定します。このパラメータを省略すると、INITFILEの名前から初期化関数の名
前が付けられます。

initfunc=<filename>

hfile
組込み（.h）ファイルの名前を指定します。これは、INTYPEファイルで、型を記述して型
の組込みファイルを指定していない場合に、その型を宣言するために OTTによって生成さ
れる組込みファイルです。INTYPEファイルで各型の組込みファイルを個々に指定していな
い場合は、このパラメータが必要です。INTYPEファイルに記述していない型を、2つ以上
の異なるファイルで宣言した他の型で使用する場合は、INTYPEファイルに記述していない
型も生成する必要があります。そのような場合もこのパラメータが必要です。

コマンド行または INTYPEファイルで指定した HFILEファイル名に拡張子を付けなかった
場合、"H"や ".h"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

hfile=<filename>

config
CONFIGパラメータでは、共通で使用するパラメータ指定をリストした OTT構成ファイル
の名前を指定します。また、パラメータ指定は、プラットフォームによって異なる位置にあ
るシステム構成ファイルから読み込まれます。残りのすべてのパラメータ指定は、コマンド
行または INTYPEファイルで指定する必要があります。

config=<filename> 

注意注意注意注意 : CONFIGパラメータは、CONFIGファイルでは使えません。

errtype
このパラメータを指定すると、INTYPEファイルのリストが、すべての情報メッセージおよ
びエラー・メッセージとともに ERRTYPEファイルに書き込まれます。情報メッセージおよ
びエラー・メッセージは、ERRTYPEを指定したかどうかに関係なく、標準出力に送信され
ます。
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実質的に、ERRTYPEファイルはエラー・メッセージが追加された INTYPEファイルのコ
ピーです。ほとんどの場合、エラー・メッセージにはエラーの原因となったテキストへのポ
インタが示されます。

コマンド行または INTYPEファイルで指定した ERRTYPEファイル名に拡張子を付けない
と、"TLS"や ".tls"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

errtype=<filename>

case
このパラメータは、OTTで生成する一部の C識別子の大 /小文字の区別に影響します。
CASEの可能な値は、SAME、LOWER、UPPER、OPPOSITEです。CASE = SAMEの場合
は、データベース型と属性名を C識別子に変換するとき、文字の大 /小文字は変更されませ
ん。CASE=LOWERとすると、大文字はすべて小文字に変換されます。CASE=UPPERとす
ると、小文字はすべて大文字に変換されます。CASE=OPPOSITEとすると、大文字はすべ
て小文字に変換され、小文字はすべて大文字に変換されます。

CASE=[SAME|LOWER|UPPER|OPPOSITE]

このオプションは、INTYPEファイルに記述されていない識別子（明示的にリストされてい
ない属性または型）だけに影響します。大 /小文字の変換は、正当な識別子が生成された後
で行われます。

注意注意注意注意 : INTYPEで特定した型の C構造体識別子の大 /小文字は、INTYPEファイルの大
/小文字と同じです。たとえば、INTYPEファイルに次の行が含まれるとします。

TYPE Worker

次に、OTTで生成します。

struct Worker {...};

一方で、INTYPEファイルに次のように記述したとします。

TYPE wOrKeR

OTTで生成します。

struct wOrKeR {...};

これは INTYPEファイルの大 /小文字区別どおりです。

INTYPEファイルに記述されていない、大 /小文字の区別のない SQL識別子は、
CASE=SAMEの場合は大文字で、CASE=OPPOSITEの場合は小文字で指定します。宣言さ
れるとき引用符が付けられていない場合に SQL識別子は、大 /小文字の区別はありません。
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schema_names
デフォルト・スキーマに基づいて付けた型のデータベース名を、OUTTYPEファイル内のス
キーマ名で修飾する場合、このオプションで制御できます。OTTで生成される OUTTYPE
ファイルには、型名をはじめ OTTで処理された型の情報が含まれます。

詳細は、14-30ページの「SCHEMA_NAMESの使用方法」を参照してください。

OTTパラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所
OTTパラメータは、コマンド行、またはコマンド行で名前が付けられた CONFIGファイル、
あるいはその両方で指定できます。パラメータの一部は、INTYPEファイルでも指定できま
す。

OTTは、次のように起動します。

OTT username/password <parameters>

コマンド行のパラメータの 1つが次の場合、

config=<filename>

構成ファイル <filename>からその他のパラメータが読み込まれます。

さらに、パラメータは、プラットフォームによって異なる位置にあるデフォルトの構成ファ
イルから読み込まれます。このファイルは、常に存在しなければなりませんが、空でも構い
ません。構成ファイルのパラメータは、スペースなしで、1行につき 1つ表示されなければ
なりません。

引数を指定しないで OTTを実行すると、オンライン・パラメータ・リファレンスが表示さ
れます。

翻訳される OTTの型は、INTYPEパラメータで指定するファイルで命名されます。パラ
メータの CASE 、INITFILE、INITFUNCおよび HFILEは、INTYPEファイルに入れること
もできます。OTTで生成された OUTTYPEファイルには CASEパラメータ、および
INITFILEが含まれます。初期化ファイルが生成されている場合は、INITFUNCパラメータ
も含まれます。OUTTYPEファイルでは、型ごとにそれぞれ HFILEを指定します。

OTTコマンドの大 /小文字区別は、プラットフォームによって異なります。

Intypeファイルの構造体ファイルの構造体ファイルの構造体ファイルの構造体
intypeおよび outtypeファイルは、OTTで変換する型をリストし、型名や属性名を有効な C
識別子に変換する方法を判断するのに必要な情報すべてを提供します。これらのファイルに
は、1つ以上の型指定を記述します。また、次のオプションを指定する場合もあります。

■ CASE

■ HFILE
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■ INITFILE

■ INITFUNC

CASEまたは INITFILE、INITFUNCオプションを指定する場合は、すべての型指定よりも
前に指定しなければなりません。これらのオプションをコマンド行と intypeファイルの両方
に指定した場合は、コマンド行の値が使用されます。

簡単なユーザー定義の intypeファイルの例、および intypeファイルから OTTで生成される
完全な outtypeファイルの例は、14-15ページの「Outtypeファイル」を参照してください。

Intypeファイルの型指定ファイルの型指定ファイルの型指定ファイルの型指定
INTYPEでの型指定によって、これから変換するオブジェクト・データ型の名前を指定しま
す。また、OUTTYPEでの型指定によって、すでに変換したオブジェクト・データ型の名前
を指定します。

TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

型指定の構造は次のとおりです。

TYPE <type_name> [AS <type_identifier>]
[VERSION [=] <version_string>]
[HFILE [=] <hfile_name>]
[TRANSLATE{<member_name> [AS <identifier>]}...]

type_nameの構文は次のとおりです。

[<schema_name>.]<type_name>

schema_nameは、指定のオブジェクト・データ型を所有するスキーマの名前です。type_name
は、その型の名前です。デフォルト・スキーマは、OTTを実行するユーザーのデフォルト・
スキーマです。デフォルト・データベースは、ローカル・データベースです。

型指定の構成要素を次に説明します。

■ <type_name>。オブジェクト・データ型の名前です。

■ <type_identifier>。型を表わすのに使用する C識別子です。省略すると、デフォル
トの名前マッピング・アルゴリズムが使用されます。

■ <version_string>。OTTの前の起動でコードが生成した際に使用した型のバージョ
ン文字列です。バージョン文字列は、OTTによって生成され、OUTTYPEファイルに書
き込まれます。その OUTTYPEファイルは、後で OTTを実行するときに INTYPEファ
イルとして使用します。バージョンの文字列は OTT操作に影響を与えませんが、最終
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的には稼動中のプログラムで使われるオブジェクト・データ型のバージョンを選択する
のに使われます。

■ <type_identifier>。型を表わすのに使用する C識別子です。省略すると、デフォル
トの型マッピング・アルゴリズムが使用されます。詳細は、14-32ページの「デフォル
トの名前のマッピング」を参照してください。

■ <hfile_name>。該当する構造体の宣言またはクラスが現れるヘッダファイルの名前で
す。<hfile name>を省略すると、宣言の生成時にはコマンド行の HFILEパラメータ
で指定したファイルが使用されます。

■ <member_name>。次の <identifier>に翻訳される属性（データ番号）の名前です。

■ <identifier>。ユーザーのプログラムで属性を表現する C識別子です。識別子は、任
意の数の属性に対してこの方法で指定できます。指定していない属性については、デ
フォルトの名前マッピング・アルゴリズムが使用されます。

オブジェクト・データ型は、次のいずれかの場合に変換する必要があります。

■ INTYPEファイルに指定されている。

■ 変換が必要な別の型の宣言で使用されている。

明示的に記述していない型があり、その型が、正確に 1つのファイルだけに宣言した型で必
要だとします。この場合、明示的に記述していない型の変換結果は、それを必要とする明示
的に宣言した型と同じファイルに書き込まれます。

明示的に記述していない型があり、その型が、複数の異なるファイルに宣言した型で必要だ
とします。この場合、要求された型の変換結果は、グローバルな HFILEファイルに書き込
まれます。

ネストされたネストされたネストされたネストされた #includeファイルの生成ファイルの生成ファイルの生成ファイルの生成
OTTで生成した各 HFILEファイルに、その他の必要なファイルを #includeで組み込み、
ファイル名から構成された記号を #defines で定義します。この記号は、HFILEがすでに
組み込まれているかどうかを判断するために使用します。たとえば、データベースに次の型
があるとします。

create type px1 AS OBJECT (col1 number, col2 integer);
create type px2 AS OBJECT (col1 px1);
create type px3 AS OBJECT (col1 px1);

intypeファイルは次のとおりです。

CASE=lower
type pxl
  hfile tott95a.h
type px3
  hfile tott95b.h
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次のようにして OTTを起動します。

ott scott/tiger tott95i.typ outtype=tott95o.typ code=c

この場合、次の 2つのヘッダー・ファイルが生成されます。

ファイル tott95b.hは次のとおりです。

#ifndef TOTT95B_ORACLE
#define TOTT95B_ORACLE
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif
#ifndef TOTT95A_ORACLE
#include "tott95a.h"
#endif
typedef OCIRef px3_ref;
struct px3
{
   struct px1 col1;
};
typedef struct px3 px3;
struct px3_ind
{
   OCIInd _atomic;
   struct px1_ind col1
};
typedef struct px3_ind px3_ind;
#endif

ファイル tott95a.hは次のとおりです。

#ifndef TOTT95A_ORACLE
#define TOTT95A_ORACLE
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif
typedef OCIRef px1_ref;
struct px1
{
   OCINumber col1;
   OCINumber col2;
}
typedef struct px1 px1;
struct px1_ind
{
   OCIInd _atomic;
   OCIInd col1;
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   OCIInd col2;
}
typedef struct px1_ind px1_ind;
#endif

このファイルでは、TOTT95B_ORACLEという記号を最初に定義しています。そのため、プ
ログラマは、次の構造体を使用して tott95b.hを条件付きで組み込むことができます。その
際、tott95b.hが組込みファイルに依存しているかどうかを考慮する必要はありません。

#ifndef TOTT95B_ORACLE
#include "tott95b.h"
#endif

この方法によって、プログラマは、適当なファイル（たとえば foo.h）から tott95b.hを組み
込むことができます。その際、tott95b.hが、foo.hに組み込まれるその他のファイルにも組
み込まれるかどうかは、わかっていなくてもかまいません。

記号 TOTT95B_ORACLEの定義の後に、ファイル oci.hが #includeによって組み込まれて
います。oci.hは、OTTで生成した各HFILEに組み込まれます。oci.hには、Pro*C/C++ま
たは OCIプログラマにとって便利な型と関数の宣言が入っています。OTTの #includeで
ダブル・クォーテーション（" "）が使用されるのは、この場合だけです。

次に、ファイル tott95a.hを組み込みます。このファイルを組み込む理由は、tott95b.hに必要
な "struct px1"の宣言が入っているからです。ユーザーの INTYPEファイルで、1つ以上
のファイルに型宣言を書き込むよう要求すると、OTTではその他のファイルの内どれを各
HFILEに組み込むかを判断し、必要な #includesを生成します。

この OTTの #includeで、引用符が使用されていることに注意してください。tott95b.hを
組み込むプログラムをコンパイルするとき、tott95a.hの検索は、ソース・プログラムが検出
された場所から始まり、それ以降は処理系定義の検索規則に従います。この方法で tott95a.h
を検索できない場合は、INTYPEファイルで tott95a.hの位置を指定する際に、完全なファイ
ル名（/で始まる UNIXの絶対パス名など）を使用する必要があります。

SCHEMA_NAMESの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
このパラメータは、OTTが接続されたデフォルト・スキーマに基づいて付けた型の名前を、
OUTTYPEファイル内のスキーマ名で修飾するかどうかを決定します。

デフォルト・スキーマ以外のスキーマに基づく型の名前は、OUTTYPEファイル内のスキー
マ名で常に修飾されます。

スキーマ名で修飾するかしないかで、プログラム実行中に型がどのスキーマで検索されるか
が決定します。

次の 3通りの設定があります。

■ schema_names=ALWAYS（デフォルト）

OUTTYPEファイル内のすべての型名をスキーマ名で修飾します。
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■ schema_names=IF_NEEDED

デフォルト・スキーマに属する OUTTYPEファイル内の型名はスキーマ名で修飾しませ
ん。デフォルト・スキーマ以外のスキーマに属する型名は、スキーマ名で修飾します。

■ schema_names=FROM_INTYPE

INTYPEファイルに記述されている型は、INTYPEファイル内のスキーマ名で修飾され
ている場合だけ、OUTTYPEファイル内のスキーマ名で修飾されます。INTYPEファイ
ルで記述していない、デフォルト・スキーマに属する型を、型の依存関係があるために
生成しなければならない場合があります。このような型は、その型に依存している、
OTTで最初に検出された型がスキーマ名付きで書かれている場合にだけ、スキーマ名付
きで書かれます。ただし、OTTを接続したデフォルト・スキーマにない型は常に、明示
的に指定したスキーマ名付きで書かれます。 

OTTで生成する OUTTYPEファイルは、Pro*C/C++への入力パラメータです。Pro*C/C++
の観点からいえば、これは Pro*C/C++の INTYPEファイルです。このファイルは、データ
ベース型名を C構造体名と対応付けます。この情報は、構造体内で正しいデータベース型が
確実に選択されるようにするために、実行時に使用されます。OUTTYPEファイル
（Pro*C/C++ INTYPEファイル）内のスキーマ名で型が指定される場合、その型は、プログ
ラム実行中に名前付きスキーマ内で検索されます。型がスキーマ名なしで指定される場合、
プログラムが接続するデフォルト・スキーマ内で検索されます。デフォルト・スキーマは、
OTTが使用するデフォルト・スキーマと異なる場合があります。

例例例例  SCHEMA_NAMESに FROM_INTYPEを設定し、INTYPEファイルで読み込みます。

TYPE Person
TYPE david.Dept
TYPE sam.Company

OTTで生成した構造体を使用して、Pro*C/C++アプリケーションで sam.Company、
david.Deptおよび Personの各型を使用します。スキーマ名のない Personを使用して、
アプリケーションを接続するスキーマの Person型を表します。

OTTとアプリケーションの両方がスキーマ davidに接続する場合、アプリケーションは、
OTTが使用した型と同じ型（david.Person）を使用します。OTTがスキーマ david に
接続していても、アプリケーションがスキーマ janaに接続している場合は、アプリケー
ションは型 jana.Personを使用します。この動作は、スキーマ davidとスキーマ jana
で、同じ "CREATE TYPE Person"文を実行済みの場合だけ、適切です。

一方、アプリケーションでは、どのスキーマに接続するかに関係なく型 david.Deptを使
用します。この動作のためには、INTYPEファイルに型名とともにスキーマ名を必ず記述す
る必要があります。

明示的に指定していない型が、OTTによって変換される場合があります。たとえば、次の
SQL宣言があるとします。

CREATE TYPE Address AS OBJECT
( street    VARCHAR2(40),
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city      VARCHAR(30),
state     CHAR(2),
zip_code  CHAR(10) );

CREATE TYPE Person AS OBJECT
( name      CHAR(20),
age       NUMBER,
addr      ADDRESS );

OTTがスキーマの davidに接続されると仮定すると、SCHEMA_NAMES=FROM_INTYPE
が指定され、ユーザーの INTYPEファイルには次のいずれかが組み込まれます。

TYPE Person or TYPE david.Person

しかし、ネストしたオブジェクト型として型 david.Personで使用している型
david.Addressは、記述していないとします。INTYPEファイルに "TYPE 
david.Person"を記述してある場合は、"TYPE david.Person"および "TYPE 
david.Address"が OUTTYPEファイルに書かれます。INTYPEファイルに "Type 
Person"を記述してある場合は、"TYPE Person"および "TYPE Address"が OUTTYPE
ファイルに書かれます。

OTTで変換する複数の型に david.Address型を埋め込んであり、INTYPEファイルには
david.Address型を明示的に記述していない場合、スキーマ名を使用するかどうかは、埋
込み david.Address型が OTTで最初に検出された時点で決まります。なんらかの理由で、
david.Address型にはスキーマ名を付け、Person型には付けないようにするには、明示
的に次の要求をする必要があります。

TYPE      david.Address

これは INTYPE FILEで要求します。 

各型を単一のスキーマ内に宣言する通常の場合は、すべての型名を INTYPEファイル内のス
キーマ名で修飾するのが最も安全です。 

デフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピング
OTTでオブジェクト型または属性の C識別子名を作成する場合、OTTは、その名前をデー
タベースのキャラクタ・セットから有効な C識別子に変換します。まず、名前は、データ
ベースのキャラクタ・セット から OTTで使用しているキャラクタ・セットに変換されます。
次に、その変換された名前の変換内容が INTYPEファイルに供給される場合は、その変換内
容が使用されます。それ以外の場合、OTTでは、CASEオプションを適用して、その名前を
文字ごとにコンパイラのキャラクタ・セットに変換します。以下にこのプロセスの詳細を示
します。

OTTがデータベース・エンティティの名前を読み込む場合、その名前は、データベースの
キャラクタ・セットから OTTで使用しているキャラクタ・セットに自動的に変換されます。
OTTがデータベース・エンティティの名前を正常に読み込むため、名前の文字のコードが 2
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つのキャラクタ・セットで異なりますが、すべての文字は OTTのキャラクタ・セットにあ
る必要があります。 

OTTで使用されるキャラクタ・セットが、必要なすべての文字を確実に含むようにする最も
簡単な方法は、データベースのキャラクタ・セットと同一に作成することです。ただし、
OTTのキャラクタ・セットは、コンパイラのキャラクタ・セットのスーパーセットでなけれ
ばなりません。つまり、コンパイラのキャラクタ・セットが 7-bit ASCIIの場合、OTTの
キャラクタ・セットはサブセットとして 7-bit ASCIIを含む必要があります。コンパイラの
キャラクタ・セットが 7-bit EBCDICの場合は、OTTのキャラクタ・セットはサブセットと
して 7-bit EBCDICを含む必要があります。ユーザーは、OTTで使用するキャラクタ・セッ
トを、NLS_LANG環境変数を設定して、またはその他のプラットフォーム固有のメカニズ
ムによって指定します。 

OTTがデータベース・エンティティの名前を読み込むと、その名前は、OTTで使用される
キャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換されます。その名前の変換
内容が INTYPEファイルで指定される場合、OTTはその変換内容を使用します。 

それ以外の場合、OTTでは、次のように名前の変換を行います。 

1. 最初に、OTTのキャラクタ・セットがマルチバイト・キャラクタ・セットの場合、その
名前にある、等価のシングルバイト文字を持つマルチバイト文字をシングルバイト文字
に変換する。 

2. 次に、その名前は、OTTのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに
変換する。コンパイラのキャラクタ・セットは、US7ASCIIのように、シングルバイ
ト・キャラクタ・セットです。 

3. 最後に、有効になっている CASEオプションに従って、文字の大 /小文字を設定する。
C識別子で無効な文字、またはコンパイラのキャラクタ・セットに変換内容がない文字
は、アンダースコアに置き換えられます。1文字でもアンダースコアに置き換えられた
場合、OTTは警告メッセージを出します。名前の中のすべての文字がアンダースコアに
置き換えられた場合、OTTはエラー・メッセージを出します。 

文字単位の名前の変換では、コンパイラのキャラクタ・セットにあるアンダースコアまたは
数字、シングルバイト文字は変更されません。したがって、有効な C識別子は変更されませ
ん。 

名前の変換ではたとえば、ウムラウトの付いた "o"、アクサングラーブの付いた "a" などのア
クセントの付いたシングルバイトの文字をそれぞれ "o"や "a"に変換したり、またマルチバ
イト文字をシングルバイトと等価に変換する場合があります。名前の変換は、その名前に等
価のシングルバイトがないマルチバイト文字がある場合、通常は失敗します。この場合、
ユーザーは、INTYPEファイルで名前の変換を指定する必要があります。 

複数のデータベース識別子が同一の Cの名前にマッピングされている場合に生じる名前の競
合は、OTTでは検出されません。そして、データベース識別子が Cキーワードにマッピン
グされるときの名前の問題も検出されません。
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制限制限制限制限
OTTの使用に影響のある制限は、次のとおりです。

ファイル名比較ファイル名比較ファイル名比較ファイル名比較
現在、OTTでは、コマンド行または INTYPEファイルに指定したファイル名を比較するこ
とによって、2つのファイルが同一かどうかが判別されます。OTTで 2つのファイル名が同
一のファイルを参照しているかどうかを判別する必要がある場合は、1つの潜在的な問題が
生じます。たとえば、OTTで生成されたファイル foo.hで、foo1.hに記述された型宣言
と、/private/elias/foo1.hに記述された別の型宣言が必要な際に、OTTでは、2つの
ファイルが同一の場合は 1つの #include、2つのファイルが異なる場合は 2つの #include
を生成する必要があります。しかし、実際には 2つのファイルは異なるという結論が出さ
れ、次のように 2つの #includeが生成されます。

#ifndef FOO1_ORACLE
#include "foo1.h"
#endif
#ifndef FOO1_ORACLE
#include "/private/elias/foo1.h"
#endif

foo1.hと /private/elias/foo1.hが別々のファイルである場合は、最初のファイルだ
けが組み込まれます。foo1.hと /private/elias/foo1.hが同一ファイルである場合
は、#includeが重複して書かれます。

そのため、コマンド行または INTYPEファイルでファイルを複数回記述するときは、各記述
で正確に同じファイル名を使用しなければなりません。
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OCIBindDynamic()，15-52
OCIBindObject()，15-56
OCIBreak()，15-219
使用，2-32，2-36

OCICacheFlush()，16-9
OCICacheFree()，16-48
OCICacheRefresh()，16-11
OCICacheUnmark()，16-17
OCICacheUnpin()，16-49
OCIColl，11-17
バインディングと定義，11-17

OCICollAppend()，17-6
OCICollAssign()，17-7
OCICollAssignElem()，17-8
OCICollGetElem()，17-10
OCICollIsLocator()，17-13
OCICollMax()，17-14
OCICollSetUpdateStatus()，17-15
OCICollSize()，17-16
OCICollTrim()，17-18
OCIComplexObject
使用，10-22

OCIComplexObjectComp
使用，10-22

OCIDate，11-6
バインディングと定義，11-6，12-6

OCIDateAddDays()，17-28
OCIDateAddMonths()，17-29
OCIDateAssign()，17-30
OCIDateCheck()，17-31
OCIDateCompare()，17-33
OCIDateDaysBetween()，17-34
OCIDateFromText()，17-35
OCIDateGetDat()，17-37
OCIDateGetTime()，17-38
OCIDateLastDay()，17-39
OCIDateNextDay()，17-40
OCIDateSetDate()，17-41
OCIDateSetTime()，17-42

OCIDateSysDate()，17-43
OCIDateToText()，17-44
OCIDateZoneToZone()，17-46
OCIDateの操作
コード例，11-8

OCIDefineArrayOfStruct()，15-58
OCIDefineByPos()，15-60
OCIDefineDynamic()，15-64
OCIDefineObject()，15-66
OCIDescAlloc()，15-31
OCIDescFree()，15-33
OCIDescribeAny()，15-68
使用方法，6-2
使用例，6-20

OCIDirPathAbort()，15-74
OCIDirPathColArrayEntryGet()，15-75
OCIDirPathColArrayEntrySet()，15-77
OCIDirPathColArrayReset()，15-80
OCIDirPathColArrayRowGet()，15-79
OCIDirPathColArrayToStream()，15-81
OCIDirPathFinish()，15-83
OCIDirPathFlushRow()，15-84
OCIDirPathPrepare()，15-86
OCIDirPathStreamLoad()，15-84
OCIDirPathStreamReset()，15-87
OCIDuration
使用，13-7，13-14

OCIDurationBegin()，15-110
OCIDurationEnd()，15-111
OCIEnvCallback，9-14
OCIEnvCreate()，15-89
OCIEnvInit()，15-92
OCIErrorGet()，15-220
OCI_EVENTS
通知受信のモード，9-29

OCIExtProcAllocCallmemory()，18-5
OCIExtProcGetEnv()，18-8
OCIExtProcRaiseExcp()，18-6
OCIExtProcRaiseExcpWithMsg()，18-7
OCIHandleAlloc()，15-34
OCIHandleFree()，15-37
OCIInd
使用，10-28

OCIInitialize()，15-94
共有モード，2-20

OCIIter，11-17
使用例，11-19
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バインディングと定義，11-17
OCIIterCreate()，17-19
OCIIterDelete()，17-20
OCIIterGetCurrent()，17-21
OCIIterInit()，17-22
OCIIterNext()，17-23
OCIIterPrev()，17-25
OCILdaToSvcCtx()，15-222
OCILobAppend()，15-112
OCILobAssign()，15-113
OCILobCharSet()，15-115，15-116
OCILobClose()，15-117
OCILobCopy()，15-118
OCILobCreateTemporary()，15-120
OCILobDisableBuffering()，15-122
OCILobEnableBuffering()，15-123
OCILobErase()，15-124
OCILobFileClose()，15-125
OCILobFileCloseAll()，15-126
OCILobFileExists()，15-127
OCILobFileIsOpen()，15-130
OCILobFileOpen()，15-131
OCILobFlushBuffer()，15-134
OCILobFreeTemporary()，15-136
OCILobGetChunkSize()，15-137
OCILobGetFileName()，15-128
OCILobGetLength()，15-139
OCILobIsEqual()，15-140
OCILobIsOpen()，15-141
OCILobIsTemporary()，15-143
OCILobLoadFromFile()，15-144
OCILobLocatorAssign()，15-146
OCILobLocatorIsInit()，15-148
OCILobOpen()，15-149
OCILobRead()，15-151
OCILobSetFileName()，15-132
OCILobTrim()，15-155
OCILobWrite()，15-156
OCILobWriteAppend()，15-160
OCILockOpt
可能な値，16-28，16-55

OCI_LOCK_X_NOWAIT
パラメータの使用方法，13-13

OCILogoff()，15-97
OCILogon()，15-98
使用方法，2-22

OCINumber，11-9

定義の例，12-7
バインディングと定義，11-9，12-6
バインドの例，12-7

OCINumberAbs()，17-50
OCINumberAdd()，17-51
OCINumberArcCos()，17-52
OCINumberArcSin()，17-53
OCINumberArcTan()，17-54
OCINumberArcTan2()，17-55
OCINumberAssign()，17-56
OCINumberCeil()，17-57
OCINumberCompare()，17-58
OCINumberCos()，17-59
OCINumberDec()，17-60
OCINumberDiv()，17-61
OCINumberExp()，17-62
OCINumberFloor()，17-63
OCINumberFromInt()，17-64
OCINumberFromReal()，17-65
OCINumberFromText()，17-66
OCINumberHypCos()，17-68
OCINumberHypSin()，17-69
OCINumberHypTan()，17-70
OCINumberInc()，17-71
OCINumberIntPower()，17-72
OCINumberIsInt()，17-73
OCINumberIsZero()，17-74
OCINumberLn()，17-75
OCINumberLog()，17-76
OCINumberMod()，17-77
OCINumberMul()，17-78
OCINumberNeg()，17-79
OCINumberPower()，17-80
OCINumberPrec()，17-81
OCINumberRound()，17-82
OCINumberSetPi()，17-83
OCINumberSetZero()，17-84
OCINumberShift()，17-85
OCINumberSign()，17-86
OCINumberSin()，17-87
OCINumberSqrt()，17-88
OCINumberSub()，17-89
OCINumberTan()，17-90
OCINumberToInt()，17-91
OCINumberToReal()，17-92
OCINumberToText()，17-93
OCINumberTrunc()，17-95



索引索引索引索引 -8

OCINumberの操作
コード例，10-13，11-12

OCI_NUM_SHARED_PROCS，2-21
OCIObjectArrayPin()，16-50
OCIObjectCopy()，16-33
OCIObjectExists()，16-25
OCIObjectFlush()，16-13
OCIObjectFree()，16-52
OCIObjectGetAttr()，16-35
OCIObjectGetInd()，16-37
OCIObjectGetObjectRef()，16-38
OCIObjectGetTypeRef()，16-39
OCIObjectIsDirty()，16-30
OCIObjectIsLocked()，16-31
OCIObjectLifetime
可能な値，16-27

OCIObjectLock()，16-40
OCIObjectLockNoWait()，16-41
OCIObjectMarkDelete()，16-18
OCIObjectMarkDeleteByRef()，16-19
OCIObjectMarkStatus
可能な値，16-28

OCIObjectMarkUpdate()，16-20
OCIObjectNew()，16-42
OCIObjectPin()，16-54
OCIObjectPinCountReset()，16-57
OCIObjectPinTable()，16-59
OCIObjectRefresh()，16-14
OCIObjectSetAttr()，16-45
OCIObjectUnmark()，16-22
OCIObjectUnmarkByRef()，16-23
OCIObjectUnpin()，16-61
OCIParamGet()，15-39
記述用に使用，4-11

OCIParamSet()，15-41
OCIPasswordChange()，15-223
OCIPinOpt
使用，13-7

OCI_PTYPE_ARG
属性，6-16

OCI_PTYPE_COL
属性，6-15

OCI_PTYPE_COLL
属性，6-13

OCI_PTYPE_DATABASE
属性，6-19

OCI_PTYPE_FUNC

属性，6-8
OCI_PTYPE_LIST
属性，6-18

OCI_PTYPE_PKG
属性，6-8

OCI_PTYPE_PROC
属性，6-8

OCI_PTYPE_SCHEMA
属性，6-19

OCI_PTYPE_SYN
属性，6-14

OCI_PTYPE_TABLE
属性，6-7

OCI_PTYPE_TYPE
属性，6-9

OCI_PTYPE_TYPE_ATTR
属性，6-10

OCI_PTYPE_TYPE_FUNC
属性，6-11

OCI_PTYPE_TYPE_PROC
属性，6-11

OCI_PTYPE_VIEW
属性，6-7

OCIRaw，11-15
バインディングと定義，11-15，12-6

OCIRawAllocSize()，17-97
OCIRawAssignBytes()，17-98
OCIRawAssignRaw()，17-99
OCIRawPtr()，17-100
OCIRawResize()，17-101
OCIRawSize()，17-102
OCIRawの操作
コード例，11-16

OCIRef，11-21
使用例，11-22
バインディングと定義，11-21

OCIRefAssign()，17-104
OCIRefClear()，17-105
OCIRefFromHex()，17-106
OCIRefHexSize()，17-107
OCIRefIsEqual()，17-108
OCIRefIsNull()，17-109
OCIRefToHex()，17-110
OCIReset()，15-225
使用，2-36

OCIRowid，2-16
OCIServerAttach()，15-100
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シャドウ・プロセス，15-101
OCIServerDetach()，15-102
OCIServerVersion()，15-226
OCISessionBegin()，15-103
OCISessionEnd()，15-106
OCI_SHARED_MODE，2-21
OCIStmtExecute()，15-164

itersパラメータの使用，4-6
プリフェッチ，4-6

OCIStmtFetch()，15-167
OCIStmtGetBind()，15-71
OCIStmtGetPieceInfo()，15-168
OCIStmtPrepare()，15-170

SQL文の準備，4-4
共有モード，2-20

OCIStmtSetPieceInfo()，15-172
OCIString，11-14
バインディングと定義，11-14，12-6

OCIStringAllocSize()，17-112
OCIStringAssign()，17-113
OCIStringAssignText()，17-114
OCIStringPtr()，17-115
OCIStringResize()，17-116
OCIStringSize()，17-117
OCIStringの操作
コード例，11-15

OCISubscriptionDisable()，15-20
OCISubscriptionEnable()，15-21
OCISubscriptionPost()，15-22
OCISubscriptionRegister()，15-24
OCISubscriptionUnRegister()，15-26
OCISvcCtxToLda()，15-227
OCITable，11-17
バインディングと定義，11-17，12-6

OCITableDelete()，17-119
OCITableExists()，17-120
OCITableFirst()，17-121
OCITableLast()，17-122
OCITableNext()，17-123
OCITablePrev()，17-124
OCITableSize()，17-125
OCITerminate()，15-107
OCIThreadClose()，15-176
OCIThreadCreate()，15-177
OCIThreadHandleGet()，15-179
OCIThreadHndDestroy()，15-180
OCIThreadHndInit()，15-181

OCIThreadIdDestroy()，15-182
OCIThreadIdGet()，15-183
OCIThreadIdInit()，15-184
OCIThreadIdNull()，15-185
OCIThreadIdSame()，15-186
OCIThreadIdSet()，15-187
OCIThreadIdSetNull()，15-188
OCIThreadInit()，15-189
OCIThreadIsMulti()，15-190
OCIThreadJoin()，15-191
OCIThreadKeyDestroy()，15-192
OCIThreadKeyGet()，15-193
OCIThreadKeyInit()，15-194
OCIThreadKeySet()，15-195
OCIThreadMutexAcquire()，15-196
OCIThreadMutexDestroy()，15-197
OCIThreadMutexInit()，15-198
OCIThreadMutexRelease()，15-199
OCIThreadProcessInit()，15-200
OCIThreadTerm()，15-201
OCITransCommit()，15-203
OCITransDetach()，15-206
OCITransForget()，15-207
OCITransPrepare()，15-208
OCITransRollback()，15-209
OCITransStart()，15-210
OCIType
説明，11-23

OCITypeArrayByName()，16-64
OCITypeArrayByRef()，16-67
OCITypeByName()，16-69
OCITypeByRef()，16-71
OCI_TYPECODE
値，3-21，3-23

OCITypeElem
説明，11-23

OCITypeMethod
説明，11-23

OCIUserCallbackGet()，15-228
OCIUserCallbackRegister()，15-230
OCIアプリケーション
オブジェクト付き
初期化，10-10

オブジェクトを使用した構造体，10-4
での OTTの使用，14-16

OCI環境
オブジェクトの初期化，10-10
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OCI関数
NLS，xxxii，2-3
新しいコールおよび更新されたコール，1-12
コード，15-234
コールの取消し，2-32
サポートされない，1-21
使用されなくなった，1-19
データ・カートリッジ，xxxii，2-3
リターン・コード，2-26，2-29

OCIコールの中止，2-32
OCIコールの取消し，2-32
OCIナビゲーショナル・ファンクション，13-20
確保 /確保解除 /解放関数，13-20
その他の関数，13-22
名前付けスキーム，13-20
フラッシュ関数，13-21
マーク関数，13-21
メタ属性アクセサ関数，13-21

OCIプログラム， 「OCIアプリケーション」を参照。
OCIプロセス
オブジェクトの初期化，10-10

OCIリレーショナル関数
アドバンスト・キューイングおよびパブリッシュ -

サブスクライブ，15-4
参照項目の概要，18-2
接続、認証および初期化，15-88

OID， 「オブジェクト識別子」を参照。
Oracle8データ型
バインディングと定義，12-6

Oracleコール・インタフェース， 「OCI」を参照。
Oracleデータ型，3-2

Cへのマッピング，11-2
oratypes.h
内容，3-25

ORE， 「オブジェクト・ランタイム環境」を参照。
OTT

intypeファイル，14-26
intypeファイルの提供，14-7
outtypeファイル，14-15
概要，14-2
コマンド行，14-5
コマンド行構文，14-21
参照，14-20
使用方法，14-1，14-2
制限，14-34
データ型マッピング，14-9
データベースでの型の作成，14-4

パラメータ，14-22
OTT， 「オブジェクト型トランスレータ」を参照。
OTT 初期化関数
コール，14-18
作業，14-20

OTT パラメータ
CASE，14-25
CODE，14-23
CONFIG，14-24
ERRTYPE，14-24
HFILE，14-24
INITFILE，14-23
INITFUNC，14-24
INTYPE，14-22
OUTTYPE，14-23
SCHEMA_NAMES，14-26
USERID，14-22
表示される場所，14-26

OUTTYPE OTTパラメータ，14-23
outtypeファイル，14-26

OTT の実行時，14-15

P
PDO， 「パラメータ記述子オブジェクト」を参照。
PL/SQL，1-9

OCIアプリケーションでの使用，2-37
OCIプログラムでの使用，5-7
REFカーソルのバインディングと定義，5-28
出力変数の定義，5-16
ネストした表のバインディングと定義，5-28
ピース単位操作，5-34
プレースホルダのバインド，2-37

R
RAW
外部データ型，3-13

REF
外部データ型，3-17
サーバーからの取得，10-10
定義，5-16，12-4
バインディング，5-10，12-3
標識変数，2-30，2-31

REFカーソル
バインディングと定義，5-28

REFカーソル変数
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バインディング，5-11
RETURNING句

OCIの使用，5-20
REFで，5-22
エラー処理，5-22
バインディング，5-21
変数の初期化，5-21

RETURNING句を使用する DML
「RETURNING句」を参照。

ROWID
位置づけ更新および位置づけ削除に使用，2-32
外部データ型，3-12
ユニバーサル ROWID，3-5
論理，3-5

ROWID記述子，2-16

S
sb1
定義，3-25

sb2
定義，3-25

sb4
定義，3-25

SCHEMA_NAMES OTT パラメータ，14-26
使用方法，14-30

SQLT_NTY
オブジェクト・メモリーの事前割当て，12-5
説明，3-16
定義の例，12-13
バインドの例，12-12

SQLT_REF
説明，3-17
定義，3-17

SQLT型コード，3-23
SQL問合せ
結果のフェッチ，4-14
出力変数の定義，4-13，5-13，12-4
出力変数の定義， 「操作の定義」を参照。
プレースホルダのバインド， 「バインド操作」を参

照。
文の種類，1-8

SQL文，1-7
型

PL/SQL，1-9
埋込み SQL，1-10
制御文，1-8

データ操作言語，1-8
データ定義言語，1-7
問合せ，1-8

実行，4-6
実行の準備，4-4
準備するタイプの決定，4-4
処理，4-2
バインディング・プレースホルダ，4-5，5-2，12-2

SQL文の実行，4-6
STRING
外部データ型，3-10

sword
定義，3-25

T
TDO
型記述子オブジェクト， 「TDO」を参照。
取得，11-23
説明，11-23
定義，12-2

TDO， 「型記述子オブジェクト」を参照。

U
ub1
定義，3-25

ub2
定義，3-25

ub4
定義，3-25

Unicode
OCILobRead()，15-154
OCILobWrite()，15-159
および UTF-8，5-27
キャラクタ・セット ID，A-20，A-22
固定幅サポート，5-27
対応，5-27

UNSIGNED
外部データ型，3-14

UROWID
ユニバーサル ROWID，3-5

USERID OTTパラメータ，14-22
utext

Unicodeデータ型，5-27
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V
VARCHAR
外部データ型，3-12

VARCHAR2
外部データ型，3-8

VARNUM
外部データ型，3-11

VARRAW
外部データ型，3-14

W
with_context
外部プロシージャ関数の引数，18-3

X
XID， 「トランザクション識別子」を参照。
xtramem_szパラメータ
使用方法，2-17

ああああ
値，10-5
オブジェクト・アプリケーション，10-7

アップグレード
7.xから 8.0，1-21
7.xから 8.0 OCI，1-22

アドバンスト・キューイング
OCIおよび，9-24
OCI関数，9-24
OCI対 PL/SQL，9-25
OCIの説明，9-24
エンキュー関数，15-7
説明，9-24
デキュー関数，15-5
例，15-8

アドバンスト・キューイング関数，15-4
アトミック NULL，10-27
アプリケーション
リンク，2-34

アプリケーション・フェイルオーバー
OCIコールバック，9-17
コールバックの登録，9-19
コールバックの例，9-19

いいいい
移行

7.xから 8.0，1-21
セッション，8-10

移植
セッション，15-104

一時オブジェクト，10-6
LOB
属性，7-5

メタ属性，10-19
位置づけ，2-32
削除，2-32

一貫性
オブジェクト・キャッシュ，13-5

うううう
埋込み SQL，1-10

OCIコールとの混在，1-10
埋込みオブジェクト
フェッチ，10-15

ええええ
永続オブジェクト，10-5
メタ属性，10-16

エラー
オブジェクト・アプリケーションでの処理，10-33
処理，2-26
処理例，2-27

エラー・コード
定義コール，2-28
ナビゲーショナル関数，16-5

エラー・ハンドル
説明，2-9
属性，A-6

おおおお
オブジェクト

2次メモリー，13-17
LOB属性，7-5
NULL，10-27
OCIオブジェクト・アプリケーション構造体，10-4
OCIでのアクセス，14-17
OCIでの使用方法，10-3
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OCIでの操作，14-17
一時，10-5，10-6
一時オブジェクトの LOB属性，7-5
インスタンスのメモリー・レイアウト，13-17
永続，10-5
解放，10-30，13-9
確保，10-11，13-7
確保解除，10-27，13-8
確保カウント，10-27
確保継続時間，13-14
型，10-5，16-2
クライアント側キャッシュ，13-2
継続時間，13-14
コピー，10-30
作成，10-30
属性，10-16
操作，10-13

存続期間，16-2
トップレベル・メモリー，13-17
ナビゲーション，13-18
単純，13-18

配列確保，10-12
フラッシュ，13-10
変更のフラッシュ，10-14
マーク，10-14，13-9
マーク解除，13-10
メタ属性，10-16
メモリー管理，13-2
用語，10-5，16-2
リフレッシュ，13-11
ロック，13-12
割当て継続時間，13-14

オブジェクト・アプリケーション
コミット，13-14
データベース接続，10-10
ロールバック，13-14

オブジェクト型トランスレータ
OCIでの使用方法，10-8
「OTT」を参照。
サンプル出力，10-9

オブジェクト関数
サーバー・ラウンドトリップ，C-4
「ナビゲーショナル関数」を参照。
オブジェクト・キャッシュ，13-2
一貫性，13-5
オブジェクトの削除，13-7
オブジェクトのロード，13-7

コヒーレンス，13-5
サイズの設定，13-5
初期化，10-10
操作，13-6
メモリー・パラメータ，13-5

オブジェクト参照，10-32
オブジェクト参照， 「REF」を参照。
オブジェクト識別子
永続オブジェクト用，10-5

オブジェクト付き OCIアプリケーション
一般的構造，2-3
構造，2-3
コンパイル，1-4
終了，2-25
初期化例，2-23
ステップ，2-17
リンク，1-4

オブジェクトの確保，13-7
オブジェクト・ランタイム環境
初期化，10-10

かかかか
外部データ型，3-4，3-6

CHAR，3-14
CHARZ，3-16
DATE，3-12
FLOAT，3-10
INTEGER，3-10
LOB，3-17
LONG，3-12
LONG RAW，3-14
LONG VARCHAR，3-14
LONG VARRAW，3-14
NUMBER，3-9
RAW，3-13
REF，3-17
ROWID，3-12
SQLT_BLOB，3-17
SQLT_CLOB，3-17
SQLT_NCLOB，3-17
SQLT_NTY，3-16
SQLT_REF，3-17
STRING，3-10
UNSIGNED，3-14
VARCHAR，3-12
VARCHAR2，3-8
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VARNUM，3-11
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