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ははははじじじじめにめにめにめに

このマニュアルでは、OracleServerにおけるのアプリケーション開発のうち、Oracleアドバ
ンスト・キューイング リリース 8.1.5に関連した機能を説明します。このマニュアルの内容
は、すべてのプラットフォームで稼働する Oracle Serverの各バージョンに適用されますが、
システム固有の情報は含まれていません。

「はじめに」は次の項目で構成されています。

■ このマニュアルについて

■ Oracle 8iで導入された新機能

■ 関連資料

■ 本書の構成

■ ビジュアル・モデリング

■ このマニュアルの表記規則
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ここここのマのマのマのマニニニニュアュアュアュアルルルルにつにつにつについいいいてててて
Oracleアドバンスト・キューイング（Oracle AQ)では、Oracle Serverに統合されたメッ
セージ・キューイングが提供されます。Oracle AQは、キューイング・システムとデータ
ベースを統合し、メッセージ対応のデータベースを作成することでこの機能を実現していま
す。Oracle AQが提供する統合ソリューションにより、アプリケーション開発者は、メッ
セージ交換用のインフラストラクチャを組み立てる必要がなくなり、特定の業務ロジックに
力を注ぐことができます。

このマニュアルは、Oracle アドバンスト・キューイングを使用して新たにアプリケーション
を開発するプログラマの他、すでにこのテクノロジをインプリメントしてさらに新機能を活
用しようとしているプログラマを対象としています。

Oracle AQの重要性が高まりつつあることをうけて、Oracle アプリケーション開発者用のド
キュメンテーションの中で独立したマニュアルとして提供されるようになりました。

Oracle 8iでででで導導導導入さ入さ入さ入されれれれた新た新た新た新機機機機能能能能
■ キュー・レベルのアクセス制御

■ 非永続キュー

■ OPS 環境のサポート

■ パブリッシュ／サブスクライブ用のルールベース・サブスクライバ

■ 非同期通知

■ 送信元の識別

■ リスニング機能（複数のキューでの待機）

■ LOBを伴うメッセージの伝播

■ 拡張メッセージ伝播スケジューリング機能

■ ペイロード（実際に通信される情報）を伴なわないメッセージ・ヘッダーのみのデ
キュー

■ 詳細情報ビューのサポート

■ 分離した履歴管理情報の格納

Oracle AQ のののの機機機機能能能能のののの詳詳詳詳細細細細はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 第 2章「AQのインプリメント ―サンプル・アプリケーション」
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関関関関連資連資連資連資料料料料
SQL（構造化照会言語）の手続き型拡張の高水準プログラム言語である PL/SQLについて詳
しい説明が必要な場合は、『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。

Oracleコール・インタフェース（OCI）は、次のマニュアルに説明されています。

■ 『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』

OCIを使用すると、Oracle Serverにアクセスする第 3世代言語（3GL）アプリケーションを
作成できます。

オラクル社は、プリコンパイラの Pro*シリーズも提供しています。これを使用することで、
使用中のアプリケーション・プログラムに SQLおよび PL/SQLを組み込むことができます。
埋込み SQLを取り込む 3GLアプリケーション・プログラムを Ada、C、C++、COBOLまた
は FORTRAN で作成する場合は、該当するプリコンパイラ・マニュアルを参照してくださ
い。たとえば、Cまたは C++でプログラミングする場合は、『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。

SQLの情報は、『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の基本概念は、『Oracle8i 概要』を参照してください。

本本本本書の書の書の書の構構構構成成成成
このマニュアルには、8つの章と付録があります。 各章の内容を簡単にまとめます。

第第第第 1章「章「章「章「概概概概要要要要」」」」
この章では、最適なメッセージ・システムの要件を説明することでその「目標設定」をして
います。Oracle AQは比較的新しいテクノロジであり、この目標がすべて実現されているわ
けではありませんが、基礎となる設計の概要を把握し、それが意図している方向を明確に理
解することができます。

第第第第 2章「章「章「章「AQ ののののイイイインプリメンンプリメンンプリメンンプリメントトトト ―サンプ―サンプ―サンプ―サンプルルルル・アプリケ・アプリケ・アプリケ・アプリケーーーーションションションション」」」」
この章では、Oracle AQで利用できる機能を、「一般機能」、「ENQUEUE機能」、
「DEQUEUE機能」の見出しで説明します。

第第第第 3章「章「章「章「Oracle AQ の管理の管理の管理の管理」」」」
この章では、1次キューイング・エンティティ（メッセージ、キュー、キュー表、キュー・
モニター）について説明するとともに、単一および複数のメッセージ・プロデューサと単一
および複数のメッセージ・コンシューマを接続する基本についても説明します。特に、特定
のサブスクライバに対して暗黙的、明示的またはルールベースでメッセージを送る方法をと
りあげます。
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第第第第 4章章章章「「「「管理管理管理管理イイイインタンタンタンタフフフフェェェェーーーースススス : 基基基基本本本本操操操操作作作作」」」」
タイトルが示すように、この章では、キュー表の作成、キューの作成、キュー権限の付与、
サブスクライバの追加および伝播スケジュールといった管理インタフェースの基礎になる操
作を説明します。この情報を表現するために、統一モデリング言語（UML）を利用した新し
い方法を導入しました（詳細は後述）。オンライン・ユーザーはさらに、ハイパー・テキス
トとイメージ・ベースのホット・リンクを使用できます。

第第第第 5章章章章「「「「管理管理管理管理イイイインタンタンタンタフフフフェェェェーーーースススス : ビビビビュュュューーーー」」」」
この章全体にわたって、管理者やユーザー用に Oracleが提供している様々なビューについ
て説明しています。このビューは、データベース内の全キュー表の選択、キュー表内のメッ
セージの選択およびキュー・サブスクライバとそのルールの選択などの問合せの結果として
生成されます。

第第第第 6章「章「章「章「操操操操作インタフ作インタフ作インタフ作インタフェェェェーーーースススス : 基基基基本操作本操作本操作本操作」」」」
この章では、操作インタフェースの基本を、メッセージのエンキュー、デキュー、所定の
ルールに基づくメッセージ登録、および 1つ以上のキューに対するメッセージのリスニング
という基本的操作の点から説明します。

第第第第 7章「章「章「章「アアアアドバンストドバンストドバンストドバンスト・・・・キューイングキューイングキューイングキューイング －－－－ Java API」」」」
この章では、アドバンスト・キューイング用の Javaアプリケーション・プログラミング・
インタフェースの概要と詳細を説明します。

第第第第 8章「章「章「章「Oracle アアアアドバンストドバンストドバンストドバンスト・・・・キューインキューインキューインキューインググググの例の例の例の例」」」」
目次に示されたとおり、本文のあちこちに小さいサンプルが含まれていますが、この章で
は、PL/SQLおよび OCIの両方で作成されたサンプルのみを提供します。

付付付付録録録録 A「「「「「「「「BooksOnLine 」用スク」用スク」用スク」用スクリリリリプトプトプトプト」」」」
この付録には、サンプル・アプリケーション BooksOnLineをインプリメントするためのス
クリプトを掲載してあります。

ビビビビジュジュジュジュアアアアル・ル・ル・ル・モモモモデリデリデリデリンンンンググググ
このリリースでは、アプリケーション開発を支援するテクノロジの記述方法として、統一モ
デリング言語（UML）が導入されています。UMLの完全な説明は、アプリケーション開発
者用の一連のマニュアルの範囲を越えますが、『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド  基
礎編』のビジュアル・モデリングの説明の章で、UML表記の一部について説明しています。
以下の説明は、その章から、このマニュアルで使用する要素を抜き出したものです。
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ユースケユースケユースケユースケーーーース図ス図ス図ス図

図図図図形形形形要素要素要素要素 説説説説明明明明

このマニュアルでは、今回のリリースか
らユースケース図を採用して幅広く活用
しています。1次ユースケースは、それ
ぞれアクター（「人を表すマーク」）によ
り開始します。アクターは、ユーザー、
アプリケーション、サブプログラムのど
れでもかまいません。アクターは、ユー
スケース・アクションを囲む楕円（吹き
出し）で示される 1次ユースケースに接
続されます。

1次ユースケース全体は、ユースケー
ス・モデル図により記述されます。

1次ユースケースを完了するには他のオ
ペレーションが必要になる場合がありま
す。このユースケース図では、

■ キューの名前を指定する

が、次に示すオペレーションを完了する
ために必要なサブオペレーション（2次
ユースケース）の 1つです。

■ メッセージを ENQUEUEする

1次ユースケースから、必要な他のオペ
レーション（ここでは省略されていま
す）に向かって下向きの線が伸びていま
す。

ユーザー/�
プログラム�

行をDELETE
する 

操作インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

キューの名前を�
指定する�

メッセージを�
ENQUEUEする�
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影付きの 2次ユースケースは、「展開」
されます（自分自身のユースケース図に
より記述されます）。これには次の 2つ
の理由があります。

(a) オペレーション・ロジックが理解し
やすくなる。

(b) オペレーションやサブオペレーショ
ンをすべて同一ページ内に収めることが
できない。

この例では、

■ メッセージ・プロパティを指定する

■ オプションを指定する

■ ペイロードを追加する

というアクションは、すべてさらに詳し
いユースケース図に展開されます。

この図（抜粋）には、展開されたユース
ケース図が示されています。標準的な図
は、通常、アクターから始まりますが、
ここではユースケース自体がサブオペ
レーションへの出発点になっています。
この例では、

■ ペイロードを追加する

の展開ビューが次のアクションの構成要
素としてのオペレーションを表していま
す。

■ メッセージを ENQUEUEする

図図図図形形形形要素要素要素要素 説説説説明明明明

操作インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

オプションを�
指定する�

ペイロードを�
追加する�

メッセージ・�
プロパティを�
指定する�

キューの名前を�
指定する�

メッセージを�
ENQUEUEする�

操作インタフェース�

ペイロードを�
追加する�

メッセージを�
ENQUEUEする�

�
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この表記（a, b, c）は、LOBを含む表の
作成に 3つの異なる方法があることを示
します。

これは注釈ボックスの使用方法の 1つを
示したもので、LOBを含む表の 3つの作
成方法のどれを表したものかが区別でき
ます。

図図図図形形形形要素要素要素要素

説説説説明明明明

この図では、注釈ボックスの表記でよく使用されるものを 2つ示します。

(a) 代替名を表す手段。この例では、ユーザー・スキーマの中のアクション「伝播スケジュールを SELECTする」
がビュー USER_QUEUE_SCHEDULESにより表されています。

（b） アクション「属性名をリストする」には、ユーザーに対する注釈が付けられています。注釈には、伝播スケ
ジュール属性をすべてリストしない場合は属性を少なくとも 1つリストする必要があることが示されています。

図図図図形形形形要素要素要素要素 説説説説明明明明

b
c

a

内部永続LOB

表(LOB)を�
CREATEする�

ユーザー/�
プログラム�

a 1つ以上のLOBを持つ表をCREATE する�表(LOB列)を�
CREATEする�

ユーザー/�
プログラム�

OR

属性を�
最低1つ�
リストする

ユーザー・ビュー:
USER_QUEUE_
SCHEDULES

ユーザー・スキーマの�
伝播スケジュールを�

SE LECTする�

伝播スケジュール�
属性をすべて�
リストする�

属性名を�
リストする�
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図図図図形形形形要素要素要素要素 説説説説明明明明

ユースケース図の破線の矢印は、依
存性を示します。この例では、

■ 一時 LOBを解放する

ためには、まず、

■ 一時 LOBを作成する

必要があることを示しています。つ
まり、一時的ではない LOBに対し
ては解放オペレーションを実行して
はいけないことを意味します。

矢印の宛先は、最初に実行する必要
があるオペレーションを示すという
ことを理解しておく必要がありま
す。

ユースケースとそのサブオペレー
ションは複雑な関係でリンクする可
能性があります。このコールバック
の例では、まず、

■ 通知用に REGISTERする

アクションが、後で次のアクション
を実行するために必要です。

■ 通知を受け取る

図図図図形形形形要素要素要素要素

説説説説明明明明

この例では、OR条件の分岐パスが示されています。ビューを起動する際に、全属性のリストを選択するか、または
1つ以上の属性の表示を選択できます。どの属性を参照可能にできるかが、灰色の矢印により示されています。

ユーザー/�
プログラム�

一時LOBを�
作成する��

一時LOBを�
解放する�

ム�

通知を�
REGISTERする� 通知を受け取る�

ユーザー/�
プログラム�

OR

属性を�
最低1つ�
リストする

ユーザー・ビュー:
USER_QUEUE_
SCHEDULES

ユーザー・スキーマの�
伝播スケジュールを�

SE LECTする�

伝播スケジュール�
属性をすべて�
リストする�

属性名を�
リストする�
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図図図図形形形形要素要素要素要素

説説説説明明明明

線の付いたオペレーションがすべて必須というわけではありません。黒の破線と矢印は、ユースケースを完了するに
はその矢印の宛先のオペレーションを実行する必要があることを示しますが、オプションのアクションは灰色の破線
と矢印で示されます。この例では、

■ 追加を書き込む

を LOBに対して実行するには、まず

■ LOBを SELECTする

必要があります。これを助けるオペレーションとして次を選択することができます。

■ LOBを OPENする、または、チャンク・サイズを取得する

ただし、「LOBを OPENする」場合は、後で「LOBを CLOSEする」必要があります。

LOBを�
OPENする�

チャンク・�
サイズを取得�
する�

ユーザー/�
プログラム�

追加を�
書き込む�

LOBを�
CLOSEする�

LOBを�
SELECTする�
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状態図状態図状態図状態図

図図図図形形形形要素要素要素要素

説説説説明明明明

今までの説明はすべてユースケース図に関することでしたが、ここでは、ビューの属性を表すためにこのマニュアル
で使用している状態図の基本的な使用方法を紹介します。実際、ビューの属性には、可視と不可視という 2つの状態
しかありません。表示したいのは状態の変化ではなく、ビューの起動時に何を見えるようにするかです。このため、
UMLを拡張し、部分的な状態図をユースケース図に連結して属性の全体像を表示し、これにより、ビューのサブ状
態をすべて表示できるようにしました。ユースケースとビューの状態は、状態図の背景を灰色にすることで区別して
います。

この例では、ビュー AQ$<queue_table_name>_S でキューのサブスクライバを問い合せることができます。4つの
属性は、単独で、いくつか組み合せて、またはすべてを指定することができます。

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

ユーザー・ビュー
AQ$<queue_table_name>_S

キュー・サブ�
スクライバを�
SELECTする�

キュー・サブ�
スクライバの属性を�
すべてリストする�

NAMEQUEUE ADDRESS PROTOCOL

属性名を�
リストする� 属性名を最低�

1つリストする�
� �

OR
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図図図図形形形形要素要素要素要素 説説説説明明明明

ユースケース・モデル図は、内部一時
LOBなどの特定ドメイン内のユースケー
スをすべて要約したものです。この図は
1ページに収まらないほど複雑になるこ
とがあります。その場合は、図を 2つの
部分に分割します。この分割は順序を意
味するわけではないため注意してくださ
い。

場合によっては、単にページが長くなり
すぎるという理由で図を分割することが
あります。このようなときのために、こ
のマーカーが用意されています。

時LOB（2の1）内部一

次ページに続く�
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ここここのマのマのマのマニニニニュアュアュアュアルルルルの表の表の表の表記記記記規則規則規則規則
このマニュアルで使用する表記およびフォーマットの規則は、次のとおりです。

[ ]
角カッコは、中に含まれている項目がオプションであることを示します。カッコは入力しな
いでください。

{ }
山カッコは、複数の項目を囲み、その中の 1つのみが必要であることを示します。

|
縦棒は、山カッコ内の項目を分割します。また、複数の値を関数のパラメータに渡すことを
示すためにも使用します。

...
コード・フラグメントにおける省略記号は、その説明内容に関係のないコードを省略してい
ることを意味します。

フォントの変更
SQLまたは Cのコード例は、クーリエ・フォントで表示されます。

イイイイタリタリタリタリッッッックククク
イタリックのテキストは、OCIパラメータ、OCIルーチン名、ファイル名およびデータ・
フィールドに使用されます。

大大大大文字文字文字文字
大文字のテキストは、SELECTまたは UPDATEなどの SQLキーワードに使用されます。

このマニュアルでは、ある情報に対して読者の注意を促すために、特別なテキスト・フォー
マットを使用しています。太字テキストの見出しで始まる段落は、特別な意味を持つ場合が
あります。次の各段落で、それぞれの見出しで示される各種の情報を説明します。

注注注注意意意意 : 共通の問題を避けたり概念の理解を深めるために、情報に特別な注意を払う必要
があることを「注意」として示します。

警警警警告告告告 : OCIアプリケーションが正しく動作するために注意して行う必要があること、お
よび行ってはならないことを「警告」として OCIプログラマに示します。

関関関関連項連項連項連項目目目目 : 説明しているトピックについての追加情報が記載されているこのマニュアル
の他のセクション、または他のマニュアルを「関連項目」として示します。
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概要概要概要概要

この章では、分散環境における複雑な情報処理に求められる要件を以下の見出しに沿って考
察し、Oracleアドバンスト・キューイング（AQ）を紹介します。

■ メッセージ・システムにおけるキューイングの必要性

■ アドバンスト・キューイング（AQ）の機能

■ アドバンスト・キューイング（AQ）の主なコンポーネント

■ キュー・エンティティのモデリング

■ AQで作業するためのプログラム環境

■ AQと XA

■ 互換性

■ 制限事項

■ デモの参照
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メッセージ・システムにおけるキューイングの必要性
メメメメッセッセッセッセーーーージ・ジ・ジ・ジ・シシシシステステステステムムムムにおにおにおにおけけけけるキるキるキるキュュュューイーイーイーインンンングのグのグのグの必必必必要性要性要性要性
次のようなアプリケーション・シナリオを想定してみます。

大型の書籍販売店である BooksOnLine の運営は、販売プロセス全体に関わるさまざまな部
署にまたがる業務を自動化するオンライン書籍発注システムが基礎となっています。システ
ムのフロント・エンドには、新規発注を入力するための受注処理アプリケーションがありま
す。入力された発注情報は、発注処理アプリケーションによって検証、記録されます。地域
倉庫に置かれた出荷部門は、発注された書籍をすぐに確実に発送する責任があります。地域
倉庫は 3箇所で、それぞれが東部地域、西部地域、そして海外からの発注に対応していま
す。発注された書籍の発送完了後、発注情報は支払処理のために中央の請求部門に送られま
す。各地の顧客サービス部門は、発注情報のステータスを管理し、発注に関する問合せを処
理する責任があります。

メッメッメッメッセセセセージ・ージ・ージ・ージ・シシシシステムステムステムステム
このシナリオは、発生したメッセージを分散コンピューティング環境の複数のクライアント
（ノード）に分配するアプリケーションを示しています。メメメメッッッッセセセセーーーージジジジはクライアントとサー
バーの間で受け渡されるのみでなく、異なるサーバーのプロセス間で複雑に分散配置されま
す。さまざまなコンポーネントを統合した大規模アプリケーションは、複数のステップから
なるプロセスで構成されています。各ステップは 1つ以上のメッセージによって引き起こさ
れ、また、1つ以上のメッセージを発生させることがあります。

これらのアプリケーションは、メッセージ・システムとみなすことができます。たとえば、
このアプリケーションには内容に基づくルーティング、内容に基づくサブスクリプション、
内容に基づく問合せをインプリメントする必要があります。

このようなメッセージ・システムは、次の基準で測定した際に高いパフォーマンス特性を示
す必要があります。

– 1秒間にエンキュー /デキューされるメッセージ数

– メッセージ・ウェアハウスに対する複雑な問合せの評価にかかる時間

– 障害後にメッセージ処理の回復 /再起動にかかる時間

メッセージ・システムも、高い拡張性を示す必要があります。アプリケーションを使用する
プログラム数が増加しても、メッセージ数が増加しても、またメッセージ・ウェアハウスの
サイズが増加しても、システムは一貫して高い性能を示し続ける必要があります。

アアアアププププリケリケリケリケーーーーシシシショョョョン・ン・ン・ン・モモモモデデデデルルルルとしとしとしとしててててのののの同同同同期通期通期通期通信信信信     
メッセージによる相互通信モデルの 1つは、同期、オンライン、または接続と呼ばれ、要求
/応答パラダイムに基づいています。このモデルでは、プログラムは別のプログラムに要求
を送信し、応答が届くまで待機します（ブロックされます）。このメッセージの送信者と受
信者の密接な連結は、処理を行う前に応答の受信が必要なプログラムに適しています。
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メッセージ・システムにおけるキューイングの必要性
従来のクライアント /サーバー・アーキテクチャは、このモデルを基盤としています。その
主な欠点は、アプリケーションが機能するにはすべてのコンポーネント・プログラムが使用
可能かつ実行中の必要があることです。ネットワークまたはマシンに障害が発生した場合や
必要なプログラムがビジー状態の場合、アプリケーション全体が一時停止します。

アアアアププププリケリケリケリケーーーーシシシショョョョン・ン・ン・ン・モモモモデデデデルルルルとしとしとしとしててててのののの非非非非同期同期同期同期メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ
非同期、切断、または遅延モデルでは、プロデューサ役のプログラムがキキキキュュュューーーーにメッセージ
を入れてから処理を開始します。コンシューマ役のプログラムはキューから要求を取り出し
て、それを処理します。このモデルでは応答の待機によりブロックされることがないため、
要求をキューに入れた後も処理を続けるアプリケーションに適しています。また、取り出す
べきメッセージが発生するまで処理を続けるアプリケーションにも適しています。このよう
に「サービスの要求」と「サービスの提供」を切り離すことによって効率が上がり、複雑な
スケジューリングのためのインフラストラクチャが提供されます。

メッメッメッメッセセセセージのージのージのージの永永永永続性続性続性続性
メッセージの受渡しの複雑なスケジュールの取扱いは、単に難しいというだけではありませ
ん。残念なことに、ネットワーク、コンピュータ・ハードウェア、およびソフトウェア・ア
プリケーションのすべてのもので、障害が発生する場合があります。ネットワーク、マシン
およびアプリケーションに障害が発生したときに遅延実行を正常に動作させるためには、
サービスへの要求から成るメッセージが永続的に格納され、正確に一度だけ処理される必要
があります。言い換えると、メッセージ機能には永続性が必要です。

メッセージを保存できることが、基本となります。アプリケーションは、外部クライアント
または内部プログラムから同時に到着する複数の未処理メッセージを処理することが必要な
場合があり、そのようなときに必要なリソースが得られない可能性があります。同様に、
データベース間の通信リンクは常に使用可能なわけではなく、他の用途のために確保されて
いることもあります。システム容量が不足しているためにメッセージを即座に処理できない
場合、アプリケーションは処理可能になるまでそのメッセージを保存しておく必要がありま
す。同様に、外部クライアントまたは内部プログラムが、処理済みメッセージを受信する準
備ができていないこともあります。

さらに重要なことは、メッセージ・システムには優先順位を変更できるようなメッセージの
永続性が必要です。たとえば、後から到着したメッセージが先に到着したメッセージよりも
高い優先順位を持つ場合、先に到着したメッセージが後のメッセージを待ってからアクショ
ンを実行する場合、同一のメッセージが異なるプロセスからアクセスされる場合などです。
このような優先順位は、固定できません。メッセージの永続性の動的な側面を処理するとき
に重要な点の 1つは、処理可能枠が伸びたり縮んだりすることに連動していることです。特
定のキューにあるメッセージが他のキューにあるメッセージより重要になり、遅延や他の
キューのメッセージからの介入が少なくなるような処理が必要な場合があるからです。同様
に、ある受信者へのメッセージ送信が他の受信者への送信よりも重要になる場合がありま
す。

最終的に、メッセージの制御コンポーネントがペイロード・データ（実際に通信される情
報）と同様に重要になりうるため、メッセージの永続性はきわめて重要です。たとえば、
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メッセージ・システムにおけるキューイングの必要性
メッセージの受信時刻またはディスパッチ時刻がメッセージの重要な部分であることがあり
ます。最大要求の周期の分析や、発注情報を受信してから処理を完了するまでのタイムラグ
の評価などが主要になることがあります。明確に表現すると、メッセージは処理された後も
業務資産としての重要性を保持する必要があるということです。追跡と文書化は、開発者で
はなくメッセージ・システムによって処理される必要があります。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
アアアアドバドバドバドバンンンンストストストスト・・・・キュキュキュキューーーーインインインインググググ（（（（AQ））））の機の機の機の機能能能能
トランザクション処理とキューイング・テクノロジを統合することで、アアアアドドドドババババンンンンスススストトトト・・・・
キキキキュュュューーーーイイイインンンンググググという形の永続的なメッセージ機能が可能になりました。この概要では、次の
4つの見出しに沿って、Oracle AQの機能を考察します。

■ 1-5ページの「一般機能」

■ 1-8ページの「ENQUEUE機能」

■ 1-10ページの「DEQUEUE機能」

■ 1-12ページの「伝播機能」

一般一般一般一般機機機機能能能能
次の機能は、Oracle AQ全体に当てはまります。

SQL アアアアククククセセセセスススス
メッセージはデータベース表の標準の行に置かれるため、標準 SQLで問い合せることがで
きます。つまり、ユーザーは SQLを使用して、メッセージのプロパティ、履歴およびペイ
ロード（実際に通信される情報）にアクセスできるということです。索引など、使用可能な
SQLテクノロジのすべてを使用してメッセージへのアクセスを最適化できます。

統統統統合合合合されされされされたたたたデデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス・・・・レベレベレベレベルルルルのののの操操操操作サ作サ作サ作サポポポポーーーートトトト
Recovery、Restart、Enterprise Managerなどの標準データベース機能がサポートされます。
Oracle AQのキューはデータベース表内にインプリメントされます。このため、高い可用
性、拡張性および信頼性という操作上の利点のすべてが、キュー・データにも適用されま
す。さらに、データベース開発ツールや管理ツールもキューを使用できます。たとえば、
キュー表をインポートおよびエクスポートできます。

構構構構造造造造化さ化さ化さ化されれれれたたたたペペペペイロイロイロイローーーードドドド（（（（実際実際実際実際にににに通通通通信信信信されされされされるるるる情情情情報報報報））））
ユーザーは、オブジェクト型を使用してペイロードを構造化し管理することができます。一
般に RDBMS は、メッセージ・システムよりもはるかに豊富な型指定のシステムを備えてい
ます。Oracle8i はオブジェクト・リレーショナル DBMSであり、伝統的なリレーショナル型
とユーザー定義型の両方をサポートします。強力な型指定を持った内容（外部の型指定シス
テムによって定義された形式を持った内容）によって、多くの高性能な機能が使用できま
す。次のような機能です。

■ 内容に基づくルーティング : 外部エージェントが内容を調査し、その内容に基づいて
メッセージを別のキューにルーティングできます。

■ 内容に基づくサブスクリプション : パブリッシュ /サブスクライブ・システムはメッ
セージ・システム上に組み込まれており、サブスクリプションを基にした内容を提供で
きます。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
■ 問合せ : メッセージ内容の問合せ機能により、メッセージ・ウェアハウジングが可能で
す。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、第 2章の「AQのインプリ
メント ―サンプル・アプリケーション」の 2-7ページの「構造化されたペイロード（実際に
通信される情報）」を参照してください。

保保保保存存存存およおよおよおよびびびびメメメメッッッッセーセーセーセージジジジ履履履履歴歴歴歴
AQのユーザーは、処理済みのメッセージを保存しておくように指定できます。システム管
理者は、保存するメッセージと保存期間を指定できます。Oracle AQは、各メッセージの履
歴情報を格納し、キューおよびメッセージのプロパティ（遅延、時間切れ、およびローカル
またはリモートの受信者に対するメッセージの保存）を保存します。この情報には、
ENQUEUE/DEQUEUE時刻と、各要求を実行したトランザクションの識別子が含まれます。こ
れによって、ユーザーは関連するメッセージの履歴を保持できます。この履歴は、追跡、
データ・ウェアハウスおよびデータ・マイニングの各操作で使用できます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-20ページの「保存およ
びメッセージ履歴」を参照してください。

追追追追跡跡跡跡およおよおよおよびびびびイイイイベベベベントントントント・・・・ジジジジャャャャーナーナーナーナルルルル
保存されているメッセージは、互いに関連付けられます。たとえば、メッセージ m1を処理
した結果、メッセージ m2が生成された場合、m1は m2に関連付けられます。これによっ
て、ユーザーは関連するメッセージの順序を追跡できます。これらの順序は「イベント・
ジャーナル」を表しており、アプリケーションによって作成されることがよくあります。
Oracle AQでは、アプリケーションが自動的にイベント・ジャーナルを作成できるように設
計されています。

統統統統合合合合されされされされたたたたトトトトラララランザンザンザンザククククシシシショョョョンンンン
メッセージ内に制御情報と内容（データ・ペイロード）が統合されたことにより、アプリ
ケーションの開発および管理が単純化されます。

キキキキュュュュー・ー・ー・ー・レレレレベベベベルルルルのアのアのアのアククククセセセセスススス制制制制御御御御
Oracle8i では、8.1スタイルのキューの所有者が、キュー・レベルの権限をキューに付与し
たり取り消したりできます。DBAは、すべてのデータベース・ユーザーに新たな AQシス
テム・レベル権限を付与したり取り消したりできます。また、DBAはすべてのデータベー
ス・ユーザーを AQ管理者にすることもできます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-9ページの「キュー・レ
ベルのアクセス制御」を参照してください。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
非非非非永永永永続キ続キ続キ続キューューューュー
AQでは、サブスクライバに非永続メッセージを非同期に配信できます。これらのメッセー
ジはイベント駆動方式の可能性があり、システム（またはインスタンス）に障害が発生する
と保持されません。AQは、1つの共通 APIで永続および非永続メッセージをサポートしま
す。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-10ページの 「非永続
キュー」を参照してください。

パパパパブブブブリッリッリッリッシシシシュュュュ /ササササブブブブスクスクスクスクラララライイイイブブブブ・サ・サ・サ・サポポポポーーーートトトト
アプリケーション間でパブリッシュ /サブスクライブ・スタイルのメッセージ機能を実現す
るために、いくつかの機能が組み合せて導入されています。この機能とは、ルールベースの
サブスクライバ、メッセージ伝播、リスニング機能および通知機能などです。

OPS 環環環環境の境の境の境のササササポポポポーーーートトトト
Oracle8iリリース 8.1.5では、アプリケーションでキュー表のインスタンス親和性を指定で
きます。AQをパラレル・サーバーおよび複数インスタンスとともに使用する場合、この情
報を使用してキュー・モニター・スケジューリングのインスタンス間でキュー表がパーティ
ション化されます。キュー表は、ユーザーが指定したインスタンスのキュー・モニターに
よって監視されます。インスタンス親和性が指定されないと、キュー表は使用可能なインス
タンス間に任意にパーティション化されることになります。キュー表にアクセスするアプリ
ケーションとそれを監視するキュー・モニターの間で、「ping」が発生する可能性がありま
す。インスタンス親和性を指定しても、そのアプリケーションの他のインスタンスから
キュー表とそのキューにアクセスできなくなることはありません。

この機能により、キュー・モニターと別のインスタンスで実行している AQ伝播ジョブの間
で「ping」が発生しなくなります。Oracle8iリリース 8.1.5では、キュー表に対してインス
タンス親和性（プライマリおよびセカンダリ）を指定できます。AQをパラレル・サーバー
および複数インスタンスとともに使用する場合、この情報を使用して、伝播用のインスタン
スのみでなく、キュー・モニター・スケジューリング用のインスタンス間もでキュー表を
パーティション化できます。キュー表は常時 1つのインスタンスと関連付けられています。
明示的に指定された親和性がない場合、使用可能な任意のインスタンスがキュー表の所有者
となります。キュー表の所有者がなくなると、セカンダリ・インスタンスまたはいずれかの
使用可能なインスタンスがキュー表の所有権を引き継ぎます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-24ページの「Oracle 
Parallel Server（OPS）のサポート」を参照してください。

統統統統計計計計ビュビュビュビューーーーののののササササポーポーポーポートトトト
GV$AQビューによって、データベース内のキューに関する基本的な詳細情報が利用できま
す。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
信信信信頼頼頼頼性お性お性お性およよよよびびびび回回回回復可復可復可復可能性能性能性能性
キュー・データには、データベースの標準的な信頼性特性および回復可能性特性が適用され
ます。

ENQUEUE機機機機能能能能
次の機能は、メッセージをキューにエンキューすることでメッセージを生成するプロセスに
適用されます。

相相相相関関関関識別識別識別識別子子子子
ユーザーが各メッセージに識別子を割り当てることができるため、後で特定のメッセージを
取り出すことができます。

ササササブブブブスクスクスクスクリリリリププププシシシションョンョンョン・・・・リリリリスススストとトとトとトと受受受受信信信信者者者者リスリスリスリストトトト
単一のメッセージを複数のコンシューマによって使用するように設計できます。キュー管理
者は、キューからメッセージを取り出せるサブスクライバのリストを指定できます。異なる
キューには異なるサブスクライバを指定でき、1つのコンシューマ・プログラムが複数の
キューのサブスクライバになることもできます。さらに、キュー内の特定のメッセージに特
定の受信者（そのキューのサブスクライバであってもなくても可）を指定することで、サブ
スクライバ・リストを上書きすることができます。

単一のメッセージを複数のコンシューマがさまざまな方法で処理するように設計できます。
メッセージの取出しを許可されたコンシューマが、メッセージをエンキューしたユーザーま
たはアプリケーションによってメッセージの明示的な受信者として指定されます。明示的に
指定された受信者はすべてエージェントで、名前、アドレスおよびプロトコルによって識別
されます。

キュー管理者は、特定のキューのメッセージをすべて取り出すことができる受信者のデフォ
ルト・リストを指定できます。これらの暗黙の受信者は、デフォルト・リストに指定されて
いることでキューのサブスクライバになります。受信者を明示せずにエンキューされたメッ
セージは、指定されているすべてのサブスクライバに配信されます。

ルールベースのサブスクライバとは、デフォルトの受信者リストの中でルールを関連付けら
れている受信者をいいます。受信者が明示されていないメッセージは、関連付けられたルー
ルの評価結果が TRUEのときにのみ、ルールベースのサブスクライバに送信されます。異な
るキューには異なるサブスクライバを指定でき、同じ受信者が複数のキューのサブスクライ
バになることも可能です。さらに、キュー内の特定のメッセージに特定の受信者（その
キューのサブスクライバであってもなくても可）を指定することで、サブスクライバ・リス
トを上書きすることができます。

受信者は名前のみで指定できますが、その場合、受信者はそのメッセージがエンキューされ
たキューからデキューする必要があります。プロトコルの値が 0の場合、名前とアドレスで
受信者を指定できます。アドレスは、同じデータベースまたは（データベース・リンクに
よって識別された）他の Oracle8iデータベースの中の別のキューの名前です。この場合、
メッセージは指定されたキューに伝播され、指定された名前のコンシューマによってデ
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
キューすることができます。受信者の名前が NULLの場合、メッセージはアドレスに指定さ
れたキューに伝播され、アドレスに指定されたキューのサブスクライバによってデキューさ
れます。プロトコル・フィールドの値が 0でない場合、名前とアドレスのフィールドはシス
テムにより無視され、メッセージは特定のコンシューマによってデキューできます（「伝播」
の項の「サード・パーティ・サポート」を参照してください）。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-28ページの「サブスク
リプションおよび受信者リスト」を参照してください。

エエエエンンンンキュキュキュキューーーーににににおおおおけるけるけるけるメメメメッッッッセセセセージージージージのののの優優優優先先先先順位順位順位順位とととと順順順順序序序序付付付付けけけけ
エンキューされたメッセージの優先順位を指定できます。また、エンキューされたメッセー
ジは、指定されたキュー内の正確な位置に置くことができます。つまり、ユーザーがメッ
セージの使用順序を指定するためのオプションが、3 つあるということです。（a）ソート順
は、どのプロパティを使用してキューのすべてのメッセージを順序付けするかを指定しま
す。（b）優先順位はメッセージごとに割り当てられます。（c）順序逸脱によって、メッセー
ジの位置を他のメッセージとの関連で指定できます。さらに、複数のコンシューマが同一の
キューを操作している場合、コンシューマは即時使用可能な最初のメッセージを取得しま
す。別のコンシューマで処理中のメッセージはスキップされます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-30ページの 「メッセー
ジの優先順位と順序付け」を参照してください。

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジののののググググルールールーループ化プ化プ化プ化
1つのキューに属しているメッセージをグループ化して 1つのセットにし、一度に 1ユー
ザーしか使用できないようにできます。このためには、メッセージのグループ化を使用可能
にしたキュー表に、キューを作成する必要があります。1つのグループに属するメッセージ
は、すべて同一のトランザクションで作成される必要があります。また、1つのトランザク
ションで作成されるメッセージは、すべて同一のグループに属します。この機能により、
ユーザーは複雑なメッセージをセグメント化できます。たとえば、あるキュー宛てのメッ
セージに請求書情報が含まれている場合、そのメッセージは、ヘッダーのメッセージ、詳細
情報のメッセージ、フッターのメッセージで構成されるグループとして作成できます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-35ページの 「メッセー
ジのグループ化」を参照してください。

伝伝伝伝播播播播
この機能により、同じデータベースまたは同じキューに接続しなくても、アプリケーション
どうしが互いに通信できます。メッセージは、ローカルまたはリモートに関わらず、ある
Oracle AQから別の Oracle AQに伝播できます。伝播は、データベース・リンクおよび
Net8を使用して行われます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-37ページの 「非同期通
知」を参照してください。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の機能
送送送送信信信信者識者識者識者識別別別別
アプリケーションは、送信メッセージにユーザー定義の識別マークを付加できます。Oracle
は、メッセージがデキューされたキューを自動的に識別することもできます。これによっ
て、伝播されたメッセージや同じデータベース内の文字列メッセージを、アプリケーション
が追跡できます。

時時時時刻刻刻刻指定指定指定指定おおおおよよよよびびびびスケスケスケスケジジジジュュュューーーーリンリンリンリンググググ
エンキューされたメッセージに対して遅延間隔または有効期限（あるいはその両方）を指定
することで、実行枠を設定できます。メッセージをマークして、指定した時間（遅延時間）
が経過しないと処理できないようにしたり、指定した有効期限が切れる前に必ず処理される
ようにすることができます。

ルルルルーーーールベルベルベルベーーーーススススののののサブサブサブサブススススククククラララライイイイババババ
メッセージはそのプロパティや内容に基づいて、複数の受信者に配信できます。ユーザー
は、所定のキューに対してルールベースのサブスクリプションを定義し、関心があるメッ
セージの受信希望を指定するメカニズムとして使用します。ルールは、メッセージ・プロパ
ティと（オブジェクト型および RAW型ペイロード（実際に通信される情報）の）メッセー
ジ・データに基づいて指定できます。次に、サブスクリプション・ルールを使用して、メッ
セージ配信の受信者を評価します。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用する場合については、2-63ページの「ルール
ベースのサブスクリプション」を参照してください。

非非非非同同同同期式期式期式期式通知通知通知通知
OCIクライアントは、新しいコール OCISubscriptionRegister を使用してメッセージ
通知用のコールバックを登録できます。クライアントは、サブスクリプション名とコール
バックを指定する登録コールを発行します。そのサブスクリプションに対するメッセージを
受信すると、コールバックが起動します。コールバックはこの後、メッセージを取り出す明
示的なデキューを発行することができます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用する場合については、2-37ページの「非同期通
知」を参照してください。

DEQUEUE機機機機能能能能

複複複複数数数数の受の受の受の受信者信者信者信者
キューにある 1つのメッセージを、複数のコピーを作成せずに複数の受信者が取り出すこと
ができます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-46ページの「複数の受
信者」を参照してください。
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ロロロローーーーカルカルカルカルおおおおよよよよびびびびリモリモリモリモーーーートトトトのののの受信受信受信受信者者者者
受信者をローカルまたはリモート（あるいはその両方）のサイトに設定できます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-48ページの「ローカル
およびリモートの受信者」を参照してください。

デデデデキキキキューューューューににににおおおおけけけけるメるメるメるメッッッッセセセセーーーージのジのジのジのナナナナビビビビゲゲゲゲーシーシーシーションョンョンョン
キューからメッセージを選択するにはいくつかの方法があります。最初のメッセージを選択
することも、いったんメッセージを選択して位置を設定してから次のメッセージを選択する
こともできます。選択は順序付けに影響されたり、相関識別子の指定で限定されることがあ
ります。また、メッセージ識別子を使用して特定のメッセージを取り出すこともできます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-50ページの「デキュー
におけるメッセージ・ナビゲーション」を参照してください。

デデデデキキキキューューューュー・・・・モモモモーーーードドドド
DEQUEUE要求によって、メッセージの参照や取消しができます。メッセージは、参照後で
も処理可能です。メッセージが取り消されると、そのメッセージに対する DEQUEUE要求は
無効になります。キューのプロパティによっては、取り消されたメッセージがキュー表に保
持されることもあります。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-53ページの「デキュー
のモード」を参照してください。

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジ到到到到着着着着待機待機待機待機のののの最最最最適適適適化化化化
空のキューに対して DEQUEUEを発行できます。新しいメッセージの到着を確認するポーリ
ングを避けるために、要求がメッセージ到着を待機できるようにするかどうか、およびその
待機時間をユーザーが指定できます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-56ページの「メッセー
ジ到着待機の最適化」を参照してください。

遅遅遅遅延延延延を伴を伴を伴を伴うううう再再再再試試試試行行行行
メッセージは、厳密に 1回しか使用できません。メッセージをデキューしようとして失敗
し、トランザクションがロールバックされた場合、何人かのユーザーが指定した遅延処理が
終了した後で、そのメッセージの再処理が可能になります。再処理は、ユーザーが指定した
回数まで試行されます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-58ページの「遅延間隔
をおいて再試行する」を参照してください。
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トトトトラララランザンザンザンザククククシシシショョョョン保ン保ン保ン保護護護護ののののオオオオプシプシプシプションョンョンョン
ENQUEUE/DEQUEUE要求は、通常は複数の要求を含むトランザクションの一部として、必要
なトランザクション動作を実現しています。ただし、特定の要求を 1つのトランザクション
に指定して、その要求の結果を即座に他のトランザクションから参照できるようにできま
す。つまり、ENQUEUE文または DEQUEUE文が発行されると即座に、またはそのトランザク
ションがコミットされた直後に、メッセージを外部から参照できるようにできます。

例例例例外外外外処処処処理理理理
メッセージは、たとえば実行環境の状態や再試行回数の制限など、所定の制約内では処理で
きない可能性があります。このような状況が発生すると、メッセージはユーザーが指定した
例外キューに移されます。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-60ページの「例外処理」
を参照してください。

リリリリススススニンニンニンニンググググ機機機機能能能能（複（複（複（複数数数数キキキキュュュューのーのーのーの待待待待機機機機））））
リスニング・コールは、複数キュー上でのメッセージの受取りを待機することができるブ
ロック・コールです。このコールは、ゲートウェイ・アプリケーションによって一群の
キューを監視するために使用できます。アプリケーションは、サブスクリプション・リスト
上のメッセージを待機する目的でもリスニングを使用できます。リスニングが成功したら、
デキューによってメッセージを取り出す必要があります。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した場合については、2-65ページの「Listen機
能」を参照してください。

ペペペペイイイイローローローロードドドド（（（（実実実実際に際に際に際に通通通通信信信信さささされるれるれるれる情情情情報報報報））））を伴を伴を伴を伴ななななわわわわなななないメいメいメいメッッッッセセセセーーーージ・ジ・ジ・ジ・ヘヘヘヘッッッッ
ダダダダーーーーのデのデのデのデキキキキュュュューーーー
新しいデキュー・モードである REMOVE_NODATAは、ペイロードを取り出さずにキュー
からメッセージを取り出すときに使用できます。このモードは、ペイロードが大きいメッ
セージを削除したい、あるいはペイロードの内容に関心がないアプリケーションの場合に便
利です。

伝播伝播伝播伝播機機機機能能能能 

エエエエンンンンキュキュキュキューーーーととととデデデデキュキュキュキューーーーのののの自自自自動調動調動調動調整整整整
前にも述べたとおり、受信者はローカルでもリモートでもかまいません。Oracle8iでは分散
されたオブジェクト型がサポートされていないため、標準データベース・リンクを使用した
リモートのエンキューまたはデキューは正常に処理されません。ただし、AQのメッセージ
伝播を使用すればリモート・キューにエンキューできます。

たとえば、データベース Xに接続して、そこにある「DROPBOX」キューにメッセージをエ
ンキューできます。また、AQを構成することで、「DROPBOX」キューにエンキューされた
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すべてのメッセージを、（ローカルまたはリモートに関わらず）データベース Yの別の
キューに自動的に伝播できます。AQによって、データベース Yのリモート・キューのタイ
プがデータベース Xのローカル・キューのタイプと構造的に同一であるか自動的にチェック
され、メッセージが伝播されます。

伝播されたメッセージの受信者は、アプリケーションまたはキューのどちらかです。受信者
がキューの場合、実際の受信者は、受信者キューのサブスクリプション・リストによって決
まります。キューがリモートの場合、メッセージは指定したデータベース・リンクを使用し
て伝播されます。サポートされるのは、AQから AQへのメッセージ伝播のみです。

LOB をををを伴う伴う伴う伴うメメメメッッッッセセセセージージージージのののの伝伝伝伝播播播播
伝播は LOB属性を持ったペイロード（実際に通信される情報）を処理します。

この機能を BooksOnLineのシナリオに適用するには、2-75ページの「LOB属性を伴うメッ
セージの伝播」を参照してください。

伝伝伝伝播播播播スケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルル
メッセージは、キューからローカルまたはリモートの受信者に伝播するようスケジュールで
きます。管理者は、開始時刻、伝播枠および次の伝播枠を決定する関数（定期的なスケ
ジュールの場合）を指定できます。

伝伝伝伝播播播播スケスケスケスケジジジジュュュューーーール機ル機ル機ル機能能能能のののの強強強強化化化化
伝播に関する詳細なランタイム情報が収集され、伝播スケジュールごとに DBA_QUEUE_
SCHEDULESビューに格納されます。この情報はキューの設計者および管理者によって、問
題の解決やパフォーマンス・チューニングのために使用できます。たとえば、伝播された
メッセージ数あるいはバイト数の合計および平均に関して使用可能な詳細情報が、スケ
ジュール調整に使用できます。同様に、ビューにより報告されたエラーは、問題の診断と解
決に使用できます。ビューには、伝播処理をしたセッションの ID、ジョブ・キュー・プロ
セスの名前などの追加情報も示されます。この機能を BooksOnLineのシナリオに適用した
場合については、2-78ページの「拡張伝播スケジュール機能」を参照してください。

ササササーーーード・ド・ド・ド・パパパパーーーーテテテティ・ィ・ィ・ィ・ササササポポポポーーーートトトト
アドバンスト・キューイングでは、エンキューされたキューから、サード・パーティ製のプ
ロパゲータによって異なるメッセージ・システムにメッセージが伝播される可能性がありま
す。受信者のプロトコル番号が 128～ 255の範囲にある場合、AQは受信者のアドレスを無
視するため、メッセージがアドバンスト・キューイング・システムによって伝播されること
はありません。かわりに、サード・パーティ製のプロパゲータが、コンシューマ名として確
保されている名前をデキュー操作に指定して、メッセージをデキューできます。確保されて
いるコンシューマ名は、AQ$_P#形式です（#は 128～ 255の範囲のプロトコル番号）。たと
えば、AQ$_P128というコンシューマ名は、プロトコル番号 128の受信者あてのメッセージ
をデキューするために使用できます。特定のプロトコル番号を持つメッセージに対する受信
者のリストが、デキュー時に recipient_list メッセージ・プロパティに返されます。
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アドバンスト・キューイング（AQ）の主なコンポーネント
アアアアドバドバドバドバンンンンストストストスト・・・・キュキュキュキューーーーインインインインググググ（（（（AQ））））の主の主の主の主ななななコンコンコンコンポポポポーネーネーネーネンンンントトトト
トランザクション処理とキューイング・テクノロジを統合することで、アアアアドドドドババババンンンンスススストトトト・・・・
キキキキュュュューーーーイイイインンンンググググという形の永続的なメッセージ機能が可能になりました。

メッメッメッメッセセセセージージージージ
メッセージとは、キューに挿入され、またそこから取り出される情報の最小単位です。メッ
セージは次の 2つの要素で構成されます。

■ 制御情報（メタデータ）

■ ペイロード（データ）

制御情報は、AQがメッセージの管理に使用するメッセージ・プロパティを表します。ペイ
ロード・データはキューに格納される情報で、Oracle AQに対して透過的です。1つのメッ
セージは、1つのキューにのみ常駐できます。メッセージは、エンキュー・コールによって
作成され、デキュー・コールによって処理されます。

キュキュキュキューーーー
キューとは、メッセージのリポジトリです。キューには、ユーザー・キュー（標準キューと
も呼ばれる）と、例外キューの 2種類があります。ユーザー・キューは、通常のメッセージ
処理に使用されます。なんらかの理由で取り出して処理できないメッセージは、例外キュー
に転送されます。キューは、Oracle AQ管理インタフェースを使用して作成、変更、起動、
停止および削除できます（第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」を参照してくださ
い）。

キュキュキュキューーーー表表表表
キューは、キュー表に格納されます。キュー表はデータベース表で、1つ以上のキューを含
みます。それぞれのキュー表には、デフォルトの例外キューが 1つずつ含まれています。
1-17ページの 図 1-1の「基本キュー」に、メッセージ、キューおよびキュー表の関係を示し
ます。

エーエーエーエージジジジェントェントェントェント
エージェントとはキューのユーザーです。エンド・ユーザーまたはアプリケーションがエー
ジェントになれます。エージェントには、次の 2種類があります。

■ メッセージをキューに入れる（エンキューする）プロデューサ

■ メッセージを取り出す（デキューする）コンシューマ

任意の時点でキューにアクセスできるプロデューサおよびコンシューマの数に、制限はあり
ません。エージェントは、Oracle AQ操作インタフェースを使用して、メッセージをキュー
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に挿入したり取り出したりできます（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」を参照し
てください）。

エージェントは、名前、アドレスおよびプロトコルで識別されます（このデータ構造に関す
る正式な説明は、第 3章の「Oracle AQの管理」の 3-5ページの「エージェント」を参照し
てください）。

■ エージェントの名前には、アプリケーションの名前あるいはアプリケーションによって
割り当てられた名前を使用できます。後半で説明するとおり、キュー自体がエージェン
トになって、別のキューにエンキューあるいはデキューすることがあります。

■ アドレス・フィールドは、最大 1024バイトの文字フィールドで、プロトコルに関連して
解釈されます。たとえば、プロトコルのデフォルト値は 0で、データベース・リンクの
アドレスを示します。この場合、このプロトコルのアドレスは次のようになります。

queue_name@dblink

ここで queue_name の形式は [schema.]queue で、dblink は完全に修飾されたデー
タベース・リンク名またはドメイン名がないデータベース・リンク名のどちらかです。

受信受信受信受信者者者者
メッセージの受信者は名前のみで指定できますが、その場合、受信者はそのメッセージがエ
ンキューされたキューからデキューする必要があります。プロトコルの値が 0の場合、名前
とアドレスで受信者を指定できます。アドレスは、同じデータベースまたは（データベー
ス・リンクによって識別された）他の Oracle8iデータベースの中の別のキューの名前です。
この場合、メッセージは指定されたキューに伝播され、指定された名前のコンシューマに
よってデキューすることができます。受信者の名前が NULLの場合、メッセージはアドレス
に指定されたキューに伝播され、アドレスに指定されたキューのサブスクライバによってデ
キューされます。プロトコル・フィールドの値が 0でない場合、名前とアドレスのフィール
ドはシステムにより無視され、メッセージは特定のコンシューマによってデキューできます
（「伝播」の項の「サード・パーティ・サポート」を参照してください）。

受信受信受信受信者者者者リストリストリストリストととととサブスサブスサブスサブスククククリプシリプシリプシリプショョョョン・リン・リン・リン・リスススストトトト
単一のメッセージを複数のコンシューマによって使用するように設計できます。これには 2
通りの方法があります。

■ エンキュー元は、メッセージの受信者としてメッセージを取り出せるコンシューマ
を明示的に指定できます。受信者はエージェントで、名前、アドレスおよびプロト
コルによって識別されます。

■ キュー管理者は、キューからメッセージを取り出せる受信者のデフォルト・リスト
を指定できます。デフォルト・リストで指定される受信者は、サブスクライバとい
います。受信者の指定がないメッセージがエンキューされると、そのメッセージは
すべてのサブスクライバに送信されます。
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異なるキューには異なるサブスクライバを指定でき、同じ受信者が複数のキューのサブスク
ライバになることもできます。さらに、キュー内の特定のメッセージに特定の受信者（その
キューのサブスクライバであってもなくても可）を指定し、サブスクライバ・リストを上書
きすることができます。

ルールールールールルルル
ルールは、サブスクライバがそのルールに合ったメッセージをサブスクライブする際に持っ
ている 1つ以上の関心事項を定義するために使用します。この基準に合ったメッセージが、
関心を持っているサブスクライバに配信されます。別の言い方をすると、ルールは、キュー
のメッセージに対して、サブスクライバが関心を持っているトピックでフィルタ処理を実行
します。

ルールは、SQL問合せの WHERE句に似た構文を使用するブール式（真または偽という値を
持つ）で定義されます。このブール式には、次のような条件を組み込むことができます。

■ メッセージ・プロパティ（現在は priority および corrid ）

■ ユーザー・データ・プロパティ（オブジェクト・ペイロードのみ）

■ 関数（SQL問合せのWHERE句において指定される）

ルールールールールルルルベースベースベースベースののののサブスサブスサブスサブスククククライバライバライバライバ
ルールベースのサブスクライバとは、デフォルトの受信者リストでルールが関連付けられて
いるサブスクライバです。明示的な受信者が指定されていないメッセージは、関連付けられ
たルールの評価結果が TRUEのときに、ルールベースのサブスクライバに送信されます。

キュキュキュキューーーー・モニ・モニ・モニ・モニタタタターーーー
キュー・モニター（QMNn）は、キュー内のメッセージをモニターするバックグラウンド・
プロセスです。キュー・モニターでは、メッセージの遅延処理、有効期限および再試行遅延
の機能を提供します。QMNnは、キュー表と索引と索引構成表のガベージ・コレクション
も行います。同時に開始できるキュー・モニターは、最大で 10個です。動的 init.oraパラ
メータ aq_tm_processes を設定して、必要な数のキュー・モニターを開始します。
キュー・モニターは、毎分、あるいはメッセージに時間切れや処理準備完了というマークを
付加するといった作業があるときに動作します。
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キキキキューューューュー・・・・エンエンエンエンテテテティティティティティィィィのモのモのモのモデデデデリンリンリンリンググググ

図図図図 1-1  基基基基本本本本キキキキュュュューーーー

上の図に、2つのキューと 1つの例外キューを含むキュー表を示します。

■ キュー 1 ― 10個のメッセージを含む。

■ キュー 2 ― 7個のメッセージを含む。

■ 例外キュー 1 ― 3個のメッセージを含む。

キュー2 例外キュー1キュー1

キュー表�

キュー1   メッセージ1

キュー1   メッセージ2

キュー1   メッセージ3

キュー1   メッセージ4

キュー1   メッセージ5

キュー1   メッセージ6

キュー1   メッセージ7

キュー1   メッセージ8

キュー1   メッセージ9

キュー1  メッセージ10

キュー2   メッセージ1

キュー2   メッセージ2

キュー2   メッセージ3

キュー2   メッセージ4

キュー2   メッセージ5

キュー2   メッセージ6

キュー2   メッセージ7

例外キュー1   メッセージ1

例外キュー1   メッセージ2

例外キュー1   メッセージ3
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基本基本基本基本キキキキューイューイューイューインンンンググググ

基基基基本本本本キュキュキュキューーーーイイイインンンンググググ ―――― ププププロデロデロデロデュュュューーーーササササ、コ、コ、コ、コンンンンシシシシュュュューマーマーマーマががががともともともともにににに 1つつつつのののの場場場場合合合合
最も基本的な場合、1つのプロデューサが、1つのキューに複数の異なるメッセージをエン
キューします。各メッセージは、1つのコンシューマによって 1回のみデキューされ、処理
されます。メッセージは、コンシューマによってデキューされるか、または有効期限が切れ
るまでは、キュー内に格納されたままです。プロデューサは、メッセージが使用可能になる
までの遅延および有効期限を指定できます。同様に、デキュー時に使用可能なメッセージが
ない場合は、コンシューマは待機できます。エージェント・プログラムまたはアプリケー
ションは、プロデューサとコンシューマの両方として動作できる点に注意してください。

基基基基本本本本キュキュキュキューーーーイイイインンンンググググ ―――― ププププロデロデロデロデュュュューーーーササササが複が複が複が複数数数数でででで、、、、コンコンコンコンシシシシューューューューママママがががが 1つつつつのののの場場場場
合合合合
やや複雑な場合、多数のプロデューサがメッセージをキューにエンキューし、そのすべての
メッセージが 1つのコンシューマによって処理されることがあります。

基基基基本本本本キュキュキュキューーーーイイイインンンンググググ ―――― 離離離離散的散的散的散的メメメメッッッッセセセセージージージージででででププププロロロロデュデュデュデューーーーサとサとサとサとココココンンンンシシシシューューューューママママ
ががががとととともにもにもにもに複複複複数数数数のののの場場場場合合合合
次のステージでは、多数のプロデューサがメッセージをエンキューし、それぞれのメッセー
ジを型および相関識別子によって異なるコンシューマが処理する場合を考えます。次の図
で、このシナリオを説明します。

基本基本基本基本キキキキューイューイューイューインンンングの説グの説グの説グの説明明明明
図 1-2の「基本キューイングのモデル」（下図）に、メッセージがエンキューおよびデキュー
される 1つのキューを含むキュー表を示します。

ププププロロロロデュデュデュデューサーサーサーサ
図ではメッセージのプロデューサが 6つあり、そのうちの 4つのみが示されています。つま
り、他の 2つのプロデューサ（P4と P5）は、メッセージをエンキューする権利はあるが、
図に示された時点ではメッセージをエンキューしていないと仮定しています。図では、次の
ことを示しています。

■ 1つのプロデューサが 1つ以上のメッセージをエンキューできる。

■ プロデューサは、メッセージをどの順序でもエンキューできる。

ココココンンンンシュシュシュシューマーマーマーマ
図では、メッセージのコンシューマが 3つあり、コンシューマはこれですべてです。図で
は、次のことを示しています。
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■ メッセージは、エンキューされた順序でデキューする必要はない。

■ メッセージは、デキューされなくてもエンキューできる。

図図図図 1-2  基基基基本本本本キキキキュュュューイーイーイーインンンンググググののののモモモモデデデデルルルル

AQを使を使を使を使用用用用したクしたクしたクしたクラララライアンイアンイアンイアントトトト /サーバサーバサーバサーバーーーー通信の通信の通信の通信の例例例例
前述の図では、一連のプロデューサにより複数のメッセージがエンキューされ、一連のコン
シューマによりメッセージがデキューされることを示しました。この図で明らかにされてい
ないのは、時間の概念と Oracle AQを使用する利点です。

クライアント /サーバー・アプリケーションは、通常、同期方式で実行され、上述の緊密な
結合により生じる短所があります。図 1-3の「AQを使用したクライアント /サーバー通信」

デキュー
コンシューマ・�
アプリケーション�

エンキュー
プロデューサ・�
アプリケーション�

キュー�

キュー表�

メッセージ1

メッセージ2

メッセージ3

メッセージ4

メッセージ5

メッセージ6

C1

C2

C3

P1

P2

P3

P3

P2

P6
概要 1-19



キュー・エンティティのモデリング
に、AQを使用した非同期の代替案を示します。この例では、アプリケーション B（サー
バー）は、要求 /応答キューを使用して、アプリケーション A（クライアント）にサービス
を提供しています。

図図図図 1-3  AQ をををを使使使使用用用用ししししたクたクたクたクラララライイイイアアアアンンンントトトト /ササササーーーーババババーーーー通通通通信信信信

1. アプリケーション Aは、要求を要求キューにエンキューする。

2. アプリケーション Bは、要求をデキューする。

3. アプリケーション Bは、要求を処理する。

4. アプリケーション Bは、その結果を応答キューにエンキューする。

5. アプリケーション Aは、その結果を応答キューからデキューする。

このように、クライアントはサーバーに対する接続の確立を待つ必要はなく、サーバーは独
自の処理タイミングでメッセージをデキューします。サーバーによるメッセージ処理が終了
したとき、クライアントは結果を受け取るために待つ必要はありません。このような二重遅
延処理により、クライアントとサーバーの両方が自由に処理できるようになります。

エンキュー�
デキュー�

アプリケーションA
プロデューサおよびコンシューマ�

アプリケーションB
コンシューマおよびプロデューサ�

サーバー�

クライアント�

デキュー�
エンキュー�

要求�
キュー�

応答�
キュー�
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複数複数複数複数ココココンシュンシュンシュンシューーーーマによマによマによマによるるるる同一メ同一メ同一メ同一メッッッッセージセージセージセージののののデキュデキュデキュデキューーーー
メッセージは、一度に 1つのキューにしか入れることができません。複数のコンシューマに
届けるために、プロデューサから同じメッセージを複数のキューに挿入しなければならない
場合には、非常に多くのキューを管理する必要が生じます。Oracle AQでは、複数のコン
シューマから同じメッセージをデキューできるようにするため、キューのサブスクライバお
よびメッセージの受信者という 2つの機能を用意しています。これを利用する場合、キュー
を常駐させるキュー表は、サブスクライバ・リストおよび受信者リストの余裕を取るため
に、複数コンシューマ・オプションを使用して作成する必要があります。各メッセージは、
所定のコンシューマのすべてによって処理されるまで、キュー内にとどまります。

キキキキュュュューーーーののののササササブブブブススススククククラララライイイイババババ  この方法を使用することで、複数のコンシューマ・サブスクライ
バを 1つのキューに対応付けることができます。これによって、キューに入れられたすべて
のメッセージを、それぞれのキューのサブスクライバから使用できるようになります。
キューに対応するサブスクライバは、メッセージまたはメッセージ・プロデューサを一切変
更することなく、動的に変更できます。Oracle AQ管理パッケージを使用することで、
キューに対応するサブスクライバを追加および削除できます。次の図で、メッセージが複数
のプロデューサによってキューに入れられ、それぞれのメッセージが複数のコンシューマ・
サブスクライバによって処理される様子を説明します。

メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの受受受受信信信信者者者者  メッセージ・プロデューサは、メッセージがエンキューされた時点で
受信者のリストを送付できます。これによって、キュー内の各メッセージに、一意の受信者
群を対応付けることができます。メッセージに対応付けられた受信者リストは、キューに対
応付けられたサブスクライバ・リストが存在する場合には、それを上書きします。受信者
は、サブスクライバ・リストに含まれている必要はありません。ただし、受信者はサブスク
ライバの中から選択できます。

注注注注意意意意 : 様々なエンキューおよびデキューの操作は、異なるトランザク
ションの一部です。
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図図図図 1-4  複複複複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママにににによよよよるるるる同一同一同一同一メメメメッッッッセセセセージージージージののののデデデデキキキキュュュューーーー

複数複数複数複数ココココンシュンシュンシュンシューーーーマによマによマによマによるるるる同一メ同一メ同一メ同一メッッッッセージセージセージセージののののデキュデキュデキュデキューーーーの例の例の例の例
図 1-4では、3つのコンシューマすべてがキューのサブスクライバとしてリストされている
場合について説明します。これは、3つのコンシューマが、そのキューにエンキューされる
すべてのメッセージを待機しているということです。図には、いくつかの重要な点が示され
ています。

■ 図では、3つのコンシューマが、すでにエンキューされている 7つのメッセージに対す
るサブスクライバであり、まだエンキューされていないメッセージのサブスクライバに
なる可能性がある状況を示しています。

キュー� サブスクライバ�

キュー表
サブスクライバ・リスト:  s1、 s2、 s3

メッセージ1

メッセージ2

メッセージ3

メッセージ4

メッセージ5

メッセージ6

メッセージ7

S1

S2

S3

�
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■ どのメッセージも、最終的にそれぞれのサブスクライバによってデキューされます。

■ サブスクライバの間に優先順位はありません。これは、どのサブスクライバがどのメッ
セージをどのような順番でデキューするかはわからないということです。つまり、サブ
スクライバによってデキューされる順番は決められていません。

■ この図からは、メッセージがすでにデキューされたのか、そしてキューから削除された
のかについては判断できません。

図図図図 1-5  複複複複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キキキキュュュューをーをーをーを使使使使用用用用しししした通た通た通た通信信信信

図 1-5では、同じ処理を動的な観点から示しています。この例では、あるアプリケーション
の作成結果が複数のアプリケーションで必要になるシナリオを示しています。アプリケー
ション Aによってエンキューされるメッセージはすべて、アプリケーション Bおよびアプ
リケーション Cにデキューされます。これは、アプリケーション Bおよびアプリケーション
Cをキュー・サブスクライバとする複数コンシューマ・キューが、特別に設定されて可能に
なります。結果的に、これらのアプリケーションが、暗黙的にキューに格納されるすべての
メッセージの受信者になります。

注注注注意意意意 : アプリケーションまたは他のキューが、キュー・サブスクライバ
になることができます。

アプリケーションB

デキュー�

アプリケーションC

デキュー�

アプリケーションA

エンキュー�

複数�
コンシューマ・�
キュー�
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図図図図 1-6  指指指指定定定定さささされれれれた受た受た受た受信信信信者者者者にににによよよよるるるる指定指定指定指定さささされれれれたたたたメッメッメッメッセセセセーーーージジジジののののデデデデキュキュキュキューーーー

指定指定指定指定さささされた受れた受れた受れた受信信信信者によ者によ者によ者によるるるる指定さ指定さ指定さ指定されれれれたメッたメッたメッたメッセセセセージのージのージのージのデデデデキューキューキューキュー例例例例 
図 1-6は、どのようにしてメッセージを 1人以上の受信者に指定できるかを示しています。
この場合、メッセージ 5は、受信者リスト -1および受信者リスト -2によってデキューされ
るように指定されています。この図が示すように、どの受信者も、キューに対する 3つのサ
ブスクライバの 1つではありません。

キュー� サブスクライバ�

キュー表�
サブスクライバ・リスト: s1、 s2、 s3
受信者リスト:  r1、 r2

メッセージ1

メッセージ2

メッセージ3

メッセージ4

メッセージ5

メッセージ6

メッセージ7

S1

S2

S3

R1

R2
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キュー・エンティティのモデリング
図図図図 1-7  メメメメッッッッセセセセーーーージのジのジのジの明明明明示示示示的的的的おおおおよよよよび暗び暗び暗び暗黙黙黙黙的的的的なななな受信受信受信受信者者者者

最初に述べたように、サブスクライバは、特定のキューに格納されたすべてのメッセージを
デキューできるという点から、「暗黙的な受信者」と呼ばれます。これは、雑誌の購読契約
をすることで暗黙的にすべての記事にアクセスできることと似ています。受信者（レシピエ
ント : recipient）と呼ばれるコンシューマのカテゴリは、特定のメッセージのターゲットに
指定されるという点から「明示的な受信者」と呼ばれます。

図 1-7に、Oracle AQが動的にどのように調整され、両方の種類のコンシューマに対応する
かを示します。このシナリオでは、アプリケーション Bおよびアプリケーション Cは、暗黙
的受信者（サブスクライバ）です。ただし、メッセージは、キューのサブスクライバである
かどうかに関わらず特定のコンシューマ（サブスクライバ）に明示的に転送することもでき

アプリケーションB
コンシューマ(サブスクライバ)

デキュー�

アプリケーションC
コンシューマ(サブスクライバ)

デキュー�

アプリケーションA
プロデューサ�

エンキュー�

アプリケーションD
コンシューマ(受信者)

暗黙的受信者�暗黙的受信者�

明示的受信者�
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キュー・エンティティのモデリング
ます。このような受信者リストは、そのメッセージのエンキュー・コールで指定され、その
キューのサブスクライバのリストを上書きします。図では、アプリケーション Dは、アプリ
ケーション Aによってエンキューされたメッセージの唯一の受信者に指定されています。

AQを使を使を使を使用用用用したワしたワしたワしたワーーーークフロクフロクフロクフローーーーの実現の実現の実現の実現例例例例
図 1-8では、ワークフロー（連鎖したアプリケーション・トランザクションともいいます）
を実現するために AQが使用されています。ワークフローは、アプリケーション A、B、C、
Dによって実行される 4つのステップで構成されています。キューは、各業務処理の段階で
相互に流れる情報をバッファするために使用されます。メッセージの遅延間隔および有効期
限を指定することで、各アプリケーションに実行枠を設定できます。

図図図図 1-8  AQ をををを使使使使用用用用ししししたワたワたワたワーーーーククククフフフフローローローローのののの実実実実現現現現

ワークフローの観点からみると、メッセージの受渡しは、ペイロード・データの価値以上に
業務資産となります。そのため、AQでは、過去の傾向を分析して将来の動向を予測するた
めにメッセージの保存がオプションとしてサポートされています。たとえば、この章のはじ

注注注注意意意意 : 複数のプロデューサにより、異なる受信者に宛てられたメッセー
ジが同時にエンキューされることがあります。

アプリケーションA
プロデューサ�

エンキュー
(メッセージ1)

エンキュー
(メッセージ3)

アプリケーションB
コンシューマおよびプロデューサ�

エンキュー
(メッセージ2)

デキュー
(メッセージ1)

アプリケーションC
コンシューマおよびプロデューサ�

デキュー
(メッセージ 2)

アプリケーションD
コンシューマ�

デキュー
(メッセージ3)
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キュー・エンティティのモデリング
めに示した 3つのアプリケーション・シナリオのうち、2つは実際のワークフロー分析を基
礎にしています。

AQを使を使を使を使用用用用したパしたパしたパしたパブブブブリッシリッシリッシリッシュュュュ /サブスサブスサブスサブスククククライブライブライブライブのののの実現例実現例実現例実現例
図 1-9では、アプリケーション間のメッセージ・パブリッシュ /サブスクライブ・スキーム
の実現のために AQが使用されています。アプリケーション Aは、メッセージをキューに
パブリッシュ（公開）するパブリッシュ・アプリケーションです。アプリケーション B、ア
プリケーション Cおよびアプリケーション Dは、サブスクライバ・アプリケーションです。
アプリケーション Aは、匿名でメッセージをキューにパブリッシュ（公開）します。する
と、それらのメッセージは、アプリケーションごとに指定されたルールに従ってサブスクラ
イバ・アプリケーションに配信されます。サブスクライバ・アプリケーションは、メッセー
ジ・プロパティおよびメッセージ・データに対してルールを定義して、関心のあるメッセー
ジを指定できます。

上の例では、アプリケーション Bは「priority=1」ルールでサブスクライブし、アプリケー
ション Cは「priority > 1」ルールでサブスクライブし、アプリケーション Dは「priority = 
3」ルールでサブスクライブしています。アプリケーション Aは、3個のメッセージ（優先
順位はそれぞれ 3、1、2）をエンキューします。アプリケーション Bは、1個のメッセージ
（優先順位が 1）を受信し、アプリケーション Cは、2個のメッセージ（優先順位が 2、3）
を受信し、アプリケーション Dは、1個のメッセージ（優先順位が 3）を受信します。この
ように、メッセージ受信者はメッセージ・プロパティと内容に基づいて動的に計算されま
す。さらに、図にはアプリケーション Dがどのようにメッセージ配信の非同期式通知を使用
するかも示されています。アプリケーション Cはキューにメッセージを登録しています。
メッセージが届くと、そのことが通知されるため、アプリケーション Dはメッセージをデ
キューできます。

注注注注意意意意 : メッセージ 1、2および 3の内容は同一の場合も異なる場合もあ
ります。異なる場合でも、メッセージに前のメッセージの内容が一部含ま
れることがあります。
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図図図図 1-9  AQ をををを使使使使用用用用ししししたパたパたパたパブブブブリリリリッッッッシシシシュュュュ /ササササブブブブススススククククラララライイイイブのブのブのブの実実実実現現現現

ワークフローの観点からみると、メッセージの受渡しは、ペイロード・データの価値以上に
業務資産となります。だからこそ、AQでは、過去の傾向を分析して将来の動向を予測する
ためにメッセージの保持がオプションとしてサポートされています。たとえば、この章のは
じめに示した 3つのアプリケーション・シナリオのうちの 2つは、実際のワークフロー分析
を基盤にしています。

アプリケーションB
コンシューマ�

(ルールベースのサブスクライバ)

デキュー�

アプリケーションC
コンシューマ�

(ルールベースのサブスクライバ)

デキュー�

登録�

アプリケーションA
プロデューサ�

エンキュー�

アプリケーションD
コンシューマ�

(ルールベースのサブスクライバ)

"priority > 1""priority = 1"

"priority = 3"

priority 3
priority 1
priority 2
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キュー・エンティティのモデリング
メッメッメッメッセセセセージのージのージのージの伝伝伝伝播播播播

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジののののフフフファンァンァンァンアアアアウウウウトトトト
AQでは、メッセージの受信者はコンシューマまたは他のキューのどちらかです。キューの
場合には、実際の受信者は、そのキューに対するサブスクライバ（これが他のキューの場合
もある）によって決まります。これによって、全員がメッセージのデキューをしなくても、
1つのキューから多くの受信者にメッセージをファンアウトできます。

たとえば、Sourceキューが、サブスクライバ・キューとして dispatch1@dest1および
dispatch2@dest2を持つことがあります。次にキュー dispatch1@dest1が、サブスクライバとし
てキュー outerreach1@dest3および outerreach2@dest4を持ち、キュー dispatch2@dest2のサブス
クライバとしてキュー outerreach3@dest21および outerreach4@dest4がありえます。このよう
にして、Sourceにエンキューされたメッセージは、4つの異なるキューのサブスクライバに
伝播します。

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジののののフフフファネァネァネァネルルルルイイイインンンン
メッセージ受信者としてのキューの使用方法には、他に、異なるキューのメッセージを単一
のキューに結合する機能があります。このプロセスは「複合」と呼ばれることもあります。

たとえば、キュー composite@endpointがキュー funnel1@source1および funnel2@source2の両
方に対するサブスクライバである場合には、キュー composite@endpointに対応するサブスク
ライバは、そのキュー自身に直接エンキューされるメッセージのみでなく、残り 2つの
キューにエンキューされるメッセージをすべて得ることができます。
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図図図図 1-10  メッメッメッメッセセセセーーーージジジジのののの伝伝伝伝播播播播 

アプリケーションB
コンシューマおよびプロデューサ�

エンキュー�
デキュー�

アプリケーションA
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デキュー�

エンキュー�

データベース1

アプリケーションC
コンシューマおよびプロデューサ�

エンキュー�
デキュー�

データベース2

アウトボックス�
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メッセージ伝播�
ストラクチャ�

インボックス�
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1-30 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



キュー・エンティティのモデリング
メッメッメッメッセセセセージのージのージのージの伝伝伝伝播の例播の例播の例播の例
図 1-10は、異なるデータベース上のアプリケーションが AQを介して通信している様子を
示しています。各アプリケーションには、受信メッセージと送信メッセージを処理するため
のインボックスとアウトボックスがあります。アプリケーションは、メッセージが送信され
るアプリケーションが、ローカル（同一ノード上）かまたはリモート（異なるノード上）か
に関わらず、メッセージをアウトボックスにエンキューします。

同様に、アプリケーションでは、メッセージがローカルまたはリモートで作成されたかどう
かは問題になりません。すべての場合に、アプリケーションは、そのインボックスにある
メッセージをデキューします。

Oracle AQは、この交換を容易にし、メッセージを同じ基盤で扱います。
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AQで作業するためのプログラム環境
AQでででで作作作作業す業す業す業するるるるためためためためののののプロプロプロプロググググラムラムラムラム環環環環境境境境
Oracleは、AQで作業をするためにさまざまな環境を提供しています。

■ DBMS_AQADMおよび DBMS_AQパパパパッッッッケケケケーーーージジジジによる PL/SQL言語。これは、
『Oracle8i パッケージ・プロシージャ リファレンス』で説明されています。

■ Oracle Call Iterface（（（（OCI））））による C++言語。これは、『Oracle8i コール・インタ
フェース・プログラマーズ・ガイド』で説明されています。

■ Oracle Objects For OLE（（（（OO4O））））による Visual Basic言語。これは、添付のオンライ
ン・ヘルプで説明されています。

■ Java Application Programmer’sInterfaceによる Java言語。これは、第 7章の「アドバ
ンスト・キューイング － Java API」で説明されています。

AQとととと XA
AQ OCIインタフェースを使用する場合は、xa_open文字列に「Objects=T」を指定する必要
があります。これは、オブジェクト・モードで、XAにクライアント側キャッシュを初期化
させます。OCIまたは Pro*Cから、PL/SQLラッパーを通して AQを使用する予定の場合
は、この処理は必要ありません。

XAから AQを使用する場合は、AQナビゲーション・オプションを注意深く使用する必要
があります。XAは、xa_end の後でカーソル・フェッチ状態を取り消します。したがって、
サービスの間（すなわち、xa_start 境界と xa_end 境界の間）デキュー処理を続ける場
合、FIRST_MESSAGEナビゲーション・オプションを使用してデキュー位置をリセットする
必要があります。これを実行しないと、ORA-25237（ナビゲーション・オプションの指定
順序が正しくありません。）というエラーになります。

XA ととととととととももももにににに AQ をををを実実実実行行行行すすすするるるるたたたためめめめのののの詳詳詳詳細細細細はははは、、、、以以以以下下下下をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい 。。。。

■ 第 3章の「Oracle AQの管理」の 3-22ページの「AQを伴う XAの使用」

■ 第 8章の「Oracleアドバンスト・キューイングの例」の 8-50ページの  
「XAで AQを実行する」
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互換性
互互互互換性換性換性換性
「8.1」互換に設定すると、いくつかの機能は使用できなくなります。表 1-1に示すとおり、
init.ora の compatible パラメータまたはキュー表の compatible パラメータ、あるい
はその両方を設定することが必要になる場合があります。

表表表表 1-1  新新新新機機機機能能能能をををを使用使用使用使用すすすするるるるたたたためめめめにににに必須必須必須必須のののの互互互互換換換換性設性設性設性設定定定定

機機機機能能能能

Init.ora 

compatible = ’ 8.1.x’

queue table  

compatible = ’ 8.1’

キュー・レベルのアクセス制御 X X

非永続キュー X 自動作成される

OPS環境のサポート X

パブリッシュ /サブスクライブにおけ
るルールベースのサブスクライバ

X X

非同期式通知 X

送信者識別 X X

分離した履歴管理情報の格納 X X

詳詳詳詳細細細細はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 第 3章の 3-16ページの「キュー表の移行」

■ 『Oracle8i 移行ガイド』
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制限事項
制制制制限事限事限事限事項項項項
現在、次の制限事項が適用されています。

DBMS_AQADMパパパパッッッッケージケージケージケージのののの自動コ自動コ自動コ自動コミミミミット機ット機ット機ット機能能能能
DBMS_AQADMパッケージの CREATE_QUEUE_TABLE、DROP_QUEUE_TABLE、CREATE_
QUEUE、DROP_QUEUEおよび ALTER_QUEUEコールの auto_commit パラメータは、8.1.5
およびそれ以降のリリースでは使用しないでください。Oracleは、下位互換性を保つため
に、引き続きこのパラメータをサポートします。

メッメッメッメッセセセセージ・ージ・ージ・ージ・ペペペペイローイローイローイロードドドド（実際（実際（実際（実際にににに通信さ通信さ通信さ通信されれれれる情報る情報る情報る情報））））内のコ内のコ内のコ内のコレレレレクショクショクショクションンンン型型型型
オブジェクトに含まれていないコレクション型を使用して、メッセージ・ペイロードを組み
立てることはできません。また、現時点では、メッセージ・ペイロード内でオブジェクト型
として Nested Tableを使用することもできません。ただし、1つ以上の VARRAYを含むオブ
ジェクト型を作成したり、このオブジェクト型に基づくキュー表を作成することは可能で
す。

たとえば、次の操作は有効です。

CREATE TYPE number_varray AS VARRAY(32) OF NUMBER; 
CREATE TYPE embedded_varray AS OBJECT (col1 number_varray); 
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE( 
  queue_table           =>     'QT', 
  queue_payload_type    =>     'embedded_varray'); 

AQのののの Java APIにおけにおけにおけにおけるるるるオブジオブジオブジオブジェェェェクト型クト型クト型クト型ペペペペイローイローイローイロードドドド（実際（実際（実際（実際にににに通信さ通信さ通信さ通信されれれれる情る情る情る情
報）報）報）報）ののののサポーサポーサポーサポートトトト

リリース 8.1.5に含まれる AQの Javaクラスでは、ペイロード内にオブジェクト型を利用し
た場合のエンキューおよびデキューはできず、RAW型を利用した場合しかサポートされて
いません。

キュキュキュキューーーー表およ表およ表およ表およびびびびキューキューキューキューににににおけるおけるおけるおけるシシシシノニムノニムノニムノニム
どの AQ PL/SQLコールも、キューおよびキュー表におけるシノニムを解釈しません。ユー
ザーはシノニムを作成できますが、そのシノニムを AQインタフェースに適用してはいけま
せん。
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制限事項
8.0互換互換互換互換のののの複数コ複数コ複数コ複数コンンンンシューシューシューシューママママ・キュ・キュ・キュ・キューーーーに作用に作用に作用に作用ししししないトないトないトないトラララランスポンスポンスポンスポーーーータブルタブルタブルタブル表表表表
領域領域領域領域

8.0互換の複数コンシューマ・キュー表を含む表領域は、トランスポータブル表領域メカニ
ズムでは移送されません。ただし、単一コンシューマ・キューや 8.1互換の複数コンシュー
マ・キューを含んでいる表領域であれ、そのメカニズムが有効です。トランスポータブル・
モードで表領域をエクスポートするには、その前に、その表領域を読込み専用モードに変更
する必要があります。8.0互換の複数コンシューマ・キュー表を含む読込み専用表領域をイ
ンポートしようとすると、キュー表の索引をインポート時には更新できないという Oracle
エラーになります。

Point-in-Time回回回回復復復復の表領の表領の表領の表領域域域域
AQは、現時点で Point-in-Time回復の表領域をサポートしていません。表領域にキュー表
を作成すると、Point-in-Time回復のための表領域が使用できなくなります。

オブオブオブオブジジジジェクトェクトェクトェクト・・・・キューキューキューキューかかかからの伝らの伝らの伝らの伝播播播播
AQでは、ペイロードに BFILEあるいは REF属性があるオブジェクト・キューからの伝播
はサポートされていないため、注意してください。

非永非永非永非永続続続続キューキューキューキュー
現在、非永続キューは RAW型しか作成できません。また、それらのメッセージはサブスク
ライバおよびローカルな明示的受信者にしか送信できないという制限があります。非永続
キューからの伝播は、サポートされていません。さらに、メッセージを取り出すときはデ
キュー・コールではなく、OCISubcriptionRegister によって通知を登録する非同期式
通知メカニズムを使用する必要があります。
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デモの参照
デデデデモのモのモのモの参参参参照照照照
次のデモが、$ORACLE_HOME/demoディレクトリにあります。

表表表表 1-2  

デデデデモモモモとそとそとそとそのののの場場場場所所所所 トトトトピピピピックックックック

aqdemo00.sql デモのメイン・ドライバ

aqdemo01.sql AQ 管理インタフェースを使用した、キュー表お
よびキューの作成

aqdemo02.sql デモ・パッケージのロード

aqdemo03.sql イベント・ハンドラをジョブとしてジョブ・
キューに移送

aqdemo04.sql メッセージのエンキュー

newaqdemo00.sql ユーザー、メッセージ型、表などの作成

newaqdemo01.sql キュー表、キュー、サブスクライバおよびセット
アップの設定

newaqdemo02.sql メッセージのエンキュー

newaqdemo03.sql デキュー・プロシージャのインストール

newaqdemo04.sql 「デキューのブロック」の実行

newaqdemo05.sql 複数エージェントの「リスニング」の実行

newaqdemo06.sql ユーザー、キュー表、キュー、サブスクライバな
どのクリーン・アップ（cleanupスクリプト）

ociaqdemo00.c メッセージのエンキュー

ociaqdemo01.c 「デキューのブロック」の実行

ociaqdemo02.c 複数エージェントの「リスニング」の実行
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AQのインプリメント ―サンプル・アプリケーシ
2

AQ ののののイイイインプリンプリンプリンプリメメメメントントントント

―サン―サン―サン―サンププププル・アル・アル・アル・アププププリケーリケーリケーリケーシシシションョンョンョン

第 1章では、架空の会社 BooksOnLine を基にメッセージ・システムを説明しました。この
章では、その使用例に基づいたサンプル・アプリケーションに沿って、AQの機能を検討し
ます。

■ サンプル・アプリケーション 

■ 一般機能

– システム・レベルのアクセス制御

– 構造化されたペイロード（実際に通信される情報） 

– キュー・レベルのアクセス制御 

– 非永続キュー

– 保存およびメッセージ履歴 

– パブリッシュ /サブスクライブ・サポート 

– Oracle Parallel Server（OPS）のサポート 

– 詳細情報ビューのサポート 

■ ENQUEUE機能

– サブスクリプションおよび受信者リスト 

– メッセージの優先順位と順序付け 

– 時間指定 : 遅延 

– 時間指定 : 有効期限 

– メッセージのグループ化 

– 非同期通知 
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■ DEQUEUE機能

– デキューの方法 

– 複数の受信者 

– ローカルおよびリモートの受信者 

– デキューにおけるメッセージ・ナビゲーション 

– デキューのモード 

– メッセージ到着待機の最適化 

– 遅延間隔をおいて再試行する 

– 例外処理 

– ルールベースのサブスクリプション 

– Listen機能 

■ 伝播機能

– 伝播 

– 伝播スケジュール 

– LOB属性を伴うメッセージの伝播 

– 拡張伝播スケジュール機能 

– 伝播中の例外処理
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サンプル・アプリケーション
ササササンプンプンプンプルルルル・ア・ア・ア・アププププリケリケリケリケーーーーショショショションンンン
大型の書籍販売店である BooksOnLine の運営は、販売プロセス全体に関わるさまざまな部
署にまたがる業務を自動化する、オンライン書籍発注システムが基礎となっています。シス
テムのフロント・エンドには、新規発注を入力するための受注処理アプリケーションがあり
ます。入力された発注情報は、発注処理アプリケーションによって検証、記録されます。地
域倉庫に置かれた出荷部門は、発注された書籍をすぐに確実に発送する責任があります。地
域倉庫は 3箇所で、それぞれが東部地域、西部地域、そして海外からの発注に対応していま
す。発注された書籍の発送完了後、発注情報は支払処理のために中央の請求部門に送られま
す。各地の顧客サービス部門は、発注情報のステータスを管理し、発注に関する問合せを処
理する責任があります。

第 1章では、架空の会社 BooksOnLine を基にメッセージ・システムの概要を示しました。
この章では、その使用例に基づいたサンプル・アプリケーションに沿って、AQの機能を検
討します。このサンプル・アプリケーションは、Oracle AQの機能を例示する目的でのみ作
成されたものです。この統合化シナリオを作成するにあたって、単一のコンテキストに絞っ
た説明をすることで、このテクノロジの可能性を把握しやすくするよう努めました。付録に
は、コードの完全なスクリプトがあります（付録 Aの「「BooksOnLine」用スクリプト」を
参照してください）。しかし、考えられる AQの応用例のすべてを、たった 1つの比較的小
さいコード・サンプルの範囲内で例示することは不可能なことを理解しておいてください。
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一般機能
一一一一般機般機般機般機能能能能 
■ システム・レベルのアクセス制御

■ 構造化されたペイロード（実際に通信される情報） 

■ キュー・レベルのアクセス制御 

■ 非永続キュー

■ 保存およびメッセージ履歴 

■ パブリッシュ /サブスクライブ・サポート 

■ Oracle Parallel Server（OPS）のサポート 

■ 詳細情報ビューのサポート 
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一般機能
シスシスシスシステテテテム・レム・レム・レム・レベベベベルのアルのアルのアルのアククククセス制セス制セス制セス制御御御御 
Oracle8iは、すべてのキューイング操作に対してシステム・レベルのアクセス制御をサポー
トします。この機能によって、アプリケーション設計者または DBAは、ユーザーをキュー
管理者にできます。キュー管理者は、データベース上のどのキューに対しても、すべての
AQインタフェース（管理と操作の両方の）を起動できます。これによりデータベース上の
キュー全体に対するあらゆる管理スクリプトを 1つのスキーマで管理できるため、管理作業
が単純になります。詳細情報は、第 3章の「Oracle AQの管理」の 3-9ページの「セキュリ
ティ」を参照してください）。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオおおおおよびよびよびよびココココードードードード 
BooksOnLine のアプリケーションでは、DBAがデータベースのキュー管理者として
BOLADMすなわち BooksOnLine の管理者アカウントを作成します。これによって、
BOLADMはデータベース上のあらゆるキューを作成、削除、管理および監視できるようにな
ります。どのアプリケーションからでも BOLADMスキーマにエンキューあるいはデキューで
きるように PL/SQLパッケージを作成する場合は、BOLADMにシステム権限 ENQUEUE_ANY
および DEQUEUE_ANYを付与する必要があります。

CREATE USER BOLADM IDENTIFIED BY BOLADM; 
GRANT CONNECT, RESOURCE, aq_administrator_role TO BOLADM; 
GRANT EXECUTE ON dbms_aq TO BOLADM; 
GRANT EXECUTE ON dbms_aqadm TO BOLADM; 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','BOLADM',FALSE); 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('DEQUEUE_ANY','BOLADM',FALSE); 

このアプリケーションでは、AQのプロパゲータは OE（オーダー・エントリ）スキーマから
WS（西部売上）、ES（東部売上）および OS（海外売上）スキーマにメッセージを移入しま
す。次に、WS、ESおよび OSスキーマから CB（顧客請求）および CS（顧客サービス）ス
キーマにメッセージを移入します。したがって、OE、WS、ESおよび OSスキーマのすべて
に、プロパゲータのソース・キューとなるキューがあります。

メッセージが宛先キューに届くと、ソース・キューのスキーマ名に基づいたセッションに
よって、新たに届いたメッセージが宛先キューにエンキューされます。つまり、ソース・
キューのスキーマに、宛先キューに対するエンキュー権限を付与する必要があるということ
です。

管理を単純化するために、BooksOnLine アプリケーションでソース・キューを持っている
すべてのスキーマに ENQUEUE_ANYシステム権限を付与します。

EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','OE',FALSE); 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','WS',FALSE); 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','ES',FALSE); 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','OS',FALSE);  

リモートの宛先キューに伝播するために、エージェント構造体のアドレス・フィールドの
データベース・リンクに指定されたログイン・ユーザーには、「ENQUEUE ANY QUEUE」権
限を付与するか、宛先キューにエンキューする権利を付与する必要があります。しかし、
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一般機能
データベース・リンクのログイン・ユーザーが宛先のキュー表を所有している場合は、どの
ような明示的な権限も付与する必要はありません。
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一般機能
構造構造構造構造化化化化されたされたされたされたペペペペイローイローイローイロードドドド（実際（実際（実際（実際にににに通信さ通信さ通信さ通信されれれれる情報る情報る情報る情報）））） 
Oracle AQでは、ペイロードを構造化して管理するためにオブジェクト型を使用できます。
オブジェクト・リレーショナル・データベース・システム（ORDBMS）は一般的にメッセー
ジ・システムよりも豊富な型指定をすることができます。Oracle 8iのオブジェクト・リレー
ショナル機能は、伝統的なリレーショナル型からユーザー定義型にいたる豊富なデータ型
セットを備えています。（第 8章の「Oracleアドバンスト・キューイングの例」の 8-42ペー
ジの「PL/SQLを使用した、LOB属性を含むオブジェクト型メッセージのエンキューおよび
デキュー」を参照してください）。

強力な型指定を持った内容（外部の型指定システムによって定義された形式を持った内容）
によって、次のような多くの高性能な機能が使用できます。

■ 内容に基づくルーティング : 外部エージェントが内容を調査し、その内容に基づいて
メッセージを別のキューにルーティングできます。

■ 内容に基づくサブスクリプション : パブリッシュ /サブスクライブ・システムがメッ
セージ・システム上に組み込まれており、内容に基づいたサブスクリプションを提供で
きます。

■ 問合せ : メッセージ内容の問合せ機能により、メッセージ・ウェアハウジングが可能で
す。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオおおおおよびよびよびよびココココードードードード 
BooksOnLineアプリケーションでは、書籍注文データをメッセージ内容としてモデル化する
ために豊富なデータ型セットが利用されます。

■ 顧客は、CUSTOMER_TYPというオブジェクト型にモデル化されます。

CREATE OR REPLACE TYPE customer_typ AS OBJECT ( 
        custno          NUMBER, 
        name            VARCHAR2(100), 
        street          VARCHAR2(100), 
        city            VARCHAR2(30), 
        state           VARCHAR2(2), 
        zip             NUMBER, 
        country         VARCHAR2(100)); 

  
■ 書籍は、BOOK_TYPというオブジェクト型にモデル化されます。

CREATE OR REPLACE TYPE book_typ AS OBJECT ( 
        title           VARCHAR2(100), 
        authors         VARCHAR2(100), 
        ISBN            NUMBER, 
        price           NUMBER); 

 
■ 注文明細項目を表す注文項目は、ORDERITEM_TYPというオブジェクト型にモデル化さ

れます。注文項目は、書籍型（BOOK_TYP）を含むネストした型になります。
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一般機能
CREATE OR REPLACE TYPE orderitem_typ AS OBJECT ( 
        quantity        NUMBER, 
        item            BOOK_TYP, 
        subtotal        NUMBER); 
 

■ 注文項目リストは、注文明細項目のリストとして利用され、注文項目の varrayとしてモ
デル化されます。

create or replace type orderitemlist_vartyp AS VARRAY (20) OF orderitem_typ; 
 
■ 注文情報は、ORDER_TYPというオブジェクト型にモデル化されます。これは複合型で、

ネストしたオブジェクト型（定義済み）を含んでいます。この型は注文、顧客情報およ
び注文項目リストの詳細を獲得します。

create or replace type order_typ as object ( 
        orderno         NUMBER, 
        status          VARCHAR2(30), 
        ordertype       VARCHAR2(30), 
        orderregion     VARCHAR2(30), 
        customer        CUSTOMER_TYP, 
        paymentmethod   VARCHAR2(30), 
        items           ORDERITEMLIST_VARTYP, 
        total           NUMBER);              
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一般機能
キュキュキュキューーーー・レベ・レベ・レベ・レベルルルルのアクのアクのアクのアクセセセセス制御ス制御ス制御ス制御 
Oracle 8iは、エンキューおよびデキュー操作に対するキュー・レベルのアクセス権をサポー
トします。この機能によって、アプリケーション設計者は、あるスキーマに作成された
キューを他のスキーマで実行中の他のアプリケーションから保護することができます。その
キューが属するスキーマの外で実行しているアプリケーションには、最小限度のアクセス権
限を付与するだけで済みます。キューに対するアクセス権限でサポートされている
ENQUEUE、DEQUEUEおよび ALLの詳細情報は、第 3章の「Oracle AQの管理」の 3-9ペー
ジの「セキュリティ」を参照してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine のアプリケーションでは、顧客請求情報を CBおよび CBADMスキーマで処理
します。CB（顧客請求情報）スキーマには顧客請求情報アプリケーションがあり、CBADM
スキーマには、関連する請求情報データがキュー表の形で格納されています。  

請求情報データを保護するために、請求処理アプリケーションと請求情報データは別のス
キーマに常駐しています。請求処理アプリケーションは、出荷済みの注文情報キューである
CBADM_shippedorders_que からメッセージをデキューする以外の処理はできません。そ
こでメッセージを処理し、請求済みの注文情報キューである CBADM_billedorders_que
に新たなメッセージをエンキューします。  

他のアプリケーションの不正な操作からキューを保護するために、次の 2つの grantコール
を行います。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Grant dequeue privilege on the shopped orders queue to the Customer 
   Billing application. The CB application retrieves orders that are shipped but 
   not billed from the shipped orders queue. */  

EXECUTE dbms_aqadm.grant_queue_privilege(
    'DEQUEUE','CBADM_shippedorders_que', 'CB', FALSE); 
 
/* Grant enqueue privilege on the billed orders queue to Customer Billing 
   application.The CB application is allowed to put billed orders into this 
   queue after processing the orders. */ 
 
EXECUTE dbms_aqadm.grant_queue_privilege(
    'ENQUEUE', 'CBADM_billedorders_que', 'CB', FALSE); 
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一般機能
非永非永非永非永続続続続キューキューキューキュー 
非永続キューにあるメッセージは、データベース表に格納されていないため永続性がありま
せん。

ユーザーは、単一コンシューマまたは複数コンシューマ・タイプの非永続の RAW型キュー
を作成できます。このキューは、create_np_queue コマンドで指定されたスキーマ内の、
システムによって作成されたキュー表（単一コンシューマ・キューは AQ$_MEM_SC、複数コ
ンシューマ・キューは AQ$_MEM_MC）内に作成されます。複数コンシューマ・キューにはサ
ブスクライバを追加することができます（第 2章の「AQのインプリメント ―サンプル・ア
プリケーション」の 4-22ページの「非永続キューを作成する」を参照してください）。非永
続キューは、伝播の宛先になることができます。

ユーザーは、エンキュー・インタフェースを使用して、通常の方法で非永続キューにメッ
セージをエンキューします。ユーザーは非同期式通知メカニズムを通じて、非永続キューか
らメッセージを取り出し、関心があるキューには（OCISubcriptionRegister によって）
通知登録を行います（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」の 6-49ページの「通知を
登録する」を参照してください）。

あるキューにメッセージがエンキューされると、そのキューに対してアクティブな登録を
持っているクライアントに配信されます。さらにそのメッセージは、データベースへの格納
というオーバーヘッドなしで、関心を持っているクライアントへ発行されます。  

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
受注システムにはユーザー要求に対処するアプリケーション・プロセスが 3つあるものとし
ます。接続ディスパッチャ・プロセスは、接続要求を複数のアプリケーション・プロセスに
分配するもので、受注システムにログオン中のユーザー数と、アプリケーション・プロセス
あたりのユーザー数をメンテナンスします。アプリケーション・プロセスの名前は、APP_
1、APP_2および APP_3です。単純化のために、アプリケーション・プロセス障害は想定
から除外します。

この要件を解決する 1つの方法は、非永続キューを使用することです。ユーザーがデータ
ベースにログオンするときに、アプリケーション・プロセスは複数コンシューマの非永続
キューである LOGIN_LOGOUTにエンキューし、アプリケーション名をコンシューマ名にし
ます。ユーザーがログアウトするときも、同じように処理されます。2つのイベントを区別
するために、ログイン・メッセージの相関識別子は「LOGIN」、ログアウト・メッセージの
相関識別子は「LOGOUT」にします。

コールバック関数は、アプリケーション・プロセスあたりのログインまたはログアウトのイ
ベント件数を数えます。ディスパッチャ・プロセスがデータベースに接続する必要があるの

詳詳詳詳細細細細はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 』の
OCISubscriptionRegisterに関する OCIドキュメンテーション
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は、サブスクリプションを登録する場合のみということに注意してください。通知そのもの
は、プロセスがデータベースから切断されている間にも受け取ることができます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コードコードコードコード
CONNECT oe/oe;

/* Create the multiconsumer nonpersistent queue in OE schema: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.create_np_queue(queue_name         => 'LOGON_LOGOFF', 
                                   multiple_consumers => TRUE);                   
 
/* Enable the queue for enqueue and dequeue: */
EXECUTE dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'LOGON_LOGOFF'); 
 
/* Non Persistent Queue Scenario - procedure to be executed upon logon: */ 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE  User_Logon(app_process IN VARCHAR2)  
AS 
  msgprop        dbms_aq.message_properties_t; 
  enqopt         dbms_aq.enqueue_options_t; 
  enq_msgid      RAW(16); 
  payload        RAW(1); 
BEGIN
  /* visibility must always be immediate for NonPersistent queues */ 
  enqopt.visibility:=dbms_aq.IMMEDIATE; 
  msgprop.correlation:= 'LOGON'; 
  msgprop.recipient_list(0) := aq$_agent(app_process, NULL, NULL); 
  /* payload is NULL */ 
  dbms_aq.enqueue( 
        queue_name         => 'LOGON_LOGOFF', 
        enqueue_options    => enqopt, 
        message_properties => msgprop, 
        payload            => payload, 
        msgid              => enq_msgid);  
 
END; 
/ 
 
/* Non Persistent queue scenario - procedure to be executed upon logoff: */ 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE  User_Logoff(app_process IN VARCHAR2) 
AS 
  msgprop        dbms_aq.message_properties_t; 
  enqopt         dbms_aq.enqueue_options_t; 
  enq_msgid      RAW(16); 
  payload        RAW(1); 
BEGIN 
  /* Visibility must always be immediate for NonPersistent queues: */ 
  enqopt.visibility:=dbms_aq.IMMEDIATE; 
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  msgprop.correlation:= 'LOGOFF'; 
  msgprop.recipient_list(0) := aq$_agent(app_process, NULL, NULL); 
  /* Payload is NULL: */ 
  dbms_aq.enqueue( 
        queue_name         => 'LOGON_LOGOFF', 
        enqueue_options    => enqopt, 
        message_properties => msgprop, 
        payload            => payload, 
        msgid              => enq_msgid);  
 END; 
/ 
 
  
/* If there is a login at APP1, enqueue a message into 'login_logoff' with 
   correlation 'LOGIN': */ 
EXECUTE User_logon('APP1'); 
 
/* If there is a logout at APP13 enqueue a message into 'login_logoff' with 
   correlation 'LOGOFF': */ 
EXECUTE User_logoff('App3'); 
 
 
/* The OCI program which waits for notifications: */ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <oci.h> 
#ifdef WIN32COMMON 
#define sleep(x)   Sleep(1000*(x)) 
#endif 
 
/* LOGON / password:  */ 
static text *username = (text *) "OE"; 
static text *password = (text *) "OE"; 
 
/* The correlation strings of messages: */ 
static char  *logon = "LOGON"; 
static char  *logoff = "LOGOFF"; 
 
/* The possible consumer names of queues: */ 
static char *applist[] = {"APP1", "APP2","APP3"}; 
 
static OCIEnv *envhp; 
static OCIServer *srvhp; 
static OCIError *errhp; 
static OCISvcCtx *svchp; 
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static void checkerr(/*_ OCIError *errhp, sword status _*/); 
 
struct process_statistics 
{ 
  ub4  logon; 
  ub4  logoff; 
}; 
 
typedef struct process_statistics process_statistics; 
 
int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/); 
 
 
/* Notify Callback: */ 
ub4 notifyCB(ctx, subscrhp, pay, payl, desc, mode) 
dvoid *ctx; 
OCISubscription *subscrhp; 
dvoid *pay;
ub4    payl; 
dvoid *desc; 
ub4    mode; 
{ 
 text                *subname;    /* subscription name */ 
 ub4                  lsub;      /* length of subscription name */ 
 text                *queue;     /* queue name */ 
 ub4                 *lqueue;    /* queue name */ 
 text                *consumer;  /* consumer name */ 
 ub4                  lconsumer;   
 text                *correlation; 
 ub4                  lcorrelation; 
 ub4                  size; 
 ub4                  appno; 
 OCIRaw              *msgid;               
 OCIAQMsgProperties  *msgprop;   /* message properties descriptor */ 
 process_statistics   *user_count = (process_statistics *)ctx; 
 
 OCIAttrGet((dvoid *)subscrhp, OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                             (dvoid *)&subname, &lsub, 
                             OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp); 
 
 /* Extract the attributes from the AQ descriptor: */ 
 /* Queue name: */ 
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&queue, &size,  
            OCI_ATTR_QUEUE_NAME, errhp); 
   
 /* Consumer name: */ 
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&consumer, &lconsumer,  
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            OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp); 
 
 /* Message properties: */ 
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&msgprop, &size,  
            OCI_ATTR_MSG_PROP, errhp); 
 
 /* Get correlation from message properties: */ 
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES,  
                             (dvoid *)&correlation, &lcorrelation,  
                             OCI_ATTR_CORRELATION, errhp)); 
   
  if (lconsumer == strlen(applist[0])) 
  { 
    if (!memcmp((dvoid *)consumer, (dvoid *)applist[0], strlen(applist[0]))) 
     appno = 0; 
    else if (!memcmp((dvoid *)consumer, (dvoid *)applist[1], 
strlen(applist[1]))) 
     appno = 1; 
    else if (!memcmp((dvoid *)consumer, (dvoid *)applist[2], 
strlen(applist[2]))) 
     appno = 2; 
    else  
    { 
     printf("Wrong consumer in notification"); 
     return; 
    } 
  } 
  else 
  {  /* consumer name must be "APP1", "APP2" or "APP3"  */ 
    printf("Wrong consumer in notification");   
    return; 
  } 
 
  if (lcorrelation == strlen(logon) &&                   /* logon event */ 
       !memcmp((dvoid *)correlation, (dvoid *)logon, strlen(logon))) 
  { 
     user_count[appno].logon++; 
                           /* increment logon count for the app process */     
         printf("Logon by APP%d ¥n", (appno+1));  
   } 
  else if  (lcorrelation == strlen(logoff) &&           /* logoff event */ 
       !memcmp((dvoid *)correlation,(dvoid *)logoff, strlen(logoff))) 
  { 
     user_count[appno].logoff++;  
                          /* increment logoff count for the app process */ 
     printf("Logoff by APP%d ¥n", (appno+1));  
  }  
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  else                             /* correlation is "LOGON" or "LOGOFF" */ 
    printf("Wrong correlation in notification");   
 
  printf("Total  : ¥n"); 
 
  printf("App1 : %d ¥n", user_count[0].logon-user_count[0].logoff); 
  printf("App2 : %d ¥n", user_count[1].logon-user_count[1].logoff); 
  printf("App3 : %d ¥n", user_count[2].logon-user_count[2].logoff); 
 
} 
 
int main(argc, argv) 
int argc; 
char *argv[]; 
{ 
  OCISession *authp = (OCISession *) 0; 
  OCISubscription *subscrhp[3]; 
  ub4 namespace = OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQ; 
  process_statistics  ctx[3] = {{0,0}, {0,0}, {0,0}}; 
  ub4 sleep_time = 0; 
 
  printf("Initializing OCI Process¥n"); 
 
  /* Initialize OCI environment with OCI_EVENTS flag set: */ 
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_EVENTS|OCI_OBJECT, (dvoid *)0, 
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0, 
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0, 
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ); 
 
  printf("Initialization successful¥n"); 
 
  printf("Initializing OCI Env¥n"); 
  (void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &envhp, OCI_DEFAULT, (size_t) 0, (dvoid **) 0 
); 
  printf("Initialization successful¥n"); 
 
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, 
OCI_HTYPE_ERROR,  
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
 
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, 
OCI_HTYPE_SERVER, 
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
 
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, 
OCI_HTYPE_SVCCTX, 
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
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  printf("connecting to server¥n"); 
  checkerr(errhp, OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"inst1_alias", 
            strlen("inst1_alias"), (ub4) OCI_DEFAULT));
  printf("connect successful¥n"); 
 
  /* Set attribute server context in the service context: */ 
  checkerr(errhp, OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp,  
                    (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp)); 
 
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&authp, 
                       (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
  
  /* Set username and password in the session handle: */ 
  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, 
                  (dvoid *) username, (ub4) strlen((char *)username), 
                  (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp)); 
  
  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, 
                  (dvoid *) password, (ub4) strlen((char *)password), 
                  (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp)); 
 
  /* Begin 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); 
 
   /* Register for notification: */ 
   printf("allocating subscription handle¥n"); 
  subscrhp[0] = (OCISubscription *)0; 
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[0],  
                        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
  
  /* For application process APP1: */ 
  printf("setting subscription name¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) "OE.LOGON_LOGOFF:APP1",  
                 (ub4) strlen("OE.LOGON_LOGOFF:APP1"), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp); 
  
  printf("setting subscription callback¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0, 
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                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp); 
 
 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *)&ctx, (ub4)sizeof(ctx), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp); 
 
  printf("setting subscription namespace¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp); 
 
 printf("allocating subscription handle¥n"); 
  subscrhp[1] = (OCISubscription *)0; 
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[1],  
                        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
  
  /* For application process APP2: */ 
  printf("setting subscription name¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) "OE.LOGON_LOGOFF:APP2",  
                 (ub4) strlen("OE.LOGON_LOGOFF:APP2"), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp); 
  
  printf("setting subscription callback¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp); 
 
 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *)&ctx, (ub4)sizeof(ctx), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp); 
 
  printf("setting subscription namespace¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp); 
 
   printf("allocating subscription handle¥n"); 
  subscrhp[2] = (OCISubscription *)0; 
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[2],  
                        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
 
  /* For application process APP3: */ 
  printf("setting subscription name¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
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                 (dvoid *) "OE.LOGON_LOGOFF:APP3",  
                 (ub4) strlen("OE.LOGON_LOGOFF:APP3"), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp); 
  
  printf("setting subscription callback¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp); 
 
 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *)&ctx, (ub4)sizeof(ctx), 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp); 
 
  printf("setting subscription namespace¥n"); 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION, 
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0, 
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp); 
 
  printf("Registering fornotifications ¥n"); 
  checkerr(errhp, OCISubscriptionRegister(svchp, subscrhp, 3, errhp,  
                                          OCI_DEFAULT)); 
 
  sleep_time = (ub4)atoi(argv[1]); 
  printf ("waiting for %d s ¥n", sleep_time); 
  sleep(sleep_time); 
 
   printf("Exiting"); 
  exit(0); 
} 
 
void checkerr(errhp, status) 
OCIError *errhp; 
sword status; 
{ 
  text errbuf[512]; 
  sb4 errcode = 0; 
 
  switch (status) 
  { 
  case OCI_SUCCESS: 
    break; 
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO: 
    (void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO¥n"); 
    break; 
  case OCI_NEED_DATA: 
    (void) printf("Error - OCI_NEED_DATA¥n"); 
    break; 
2-18 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



一般機能
  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; 
  } 
} 
 
/* End of file tkaqdocn.c */ 
 

AQのインプリメント ―サンプル・アプリケーション 2-19



一般機能
保存保存保存保存おおおおよびメよびメよびメよびメッッッッセージセージセージセージ履履履履歴歴歴歴 
AQによって、ユーザーはメッセージをキュー表に保存することができます。これは、SQL
問合せを使用してこのメッセージを問い合せて分析できることを意味します。メッセージ
は、相互に関連していることがよくあります。たとえば、あるメッセージを処理した結果他
のメッセージが生成された場合、両者は関連付けられています。アプリケーション設計者と
しては、そのような関連を追跡することが必要な場合があります。保存機能やメッセージ識
別子とともに、メッセージ・ジャーナルが AQによって自動作成され、追跡ジャーナルある
いはイベント・ジャーナルとして参照できます。保存、メッセージ識別子および SQL問合
せの協調によって、強力なメッセージ・ウェアハウスが構築できます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
出荷処理アプリケーションで、注文の平均処理時間を判断する必要があると仮定します。こ
の時間には、受注残キューでの待機時間も含まれます。つまり受注残キューでの待機時間の
平均も調査することになります。出荷キューの保存を TRUEに指定し、メッセージの関連
フィールドの注文番号を指定した SQL問合せを作成すると、出荷処理アプリケーション中
の注文情報の待機時間を判断できます。

単純化するために、すでに処理された注文情報のみを分析することにします。出荷処理アプ
リケーション中で注文情報の処理にかかる時間は、WS_bookedorders_queue にエン
キューされる時刻とWS_shipped_orders_queue にエンキューされる時刻の差です。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
SELECT  SUM(SO.enq_time - BO.enq_time) / count (*) AVG_PRCS_TIME 
   FROM WS.AQ$WS_orders_pr_mqtab BO , WS.AQ$WS_orders_mqtab SO  
   WHERE SO.msg_state = 'PROCESSED' and BO.msg_state = 'PROCESSED' 
   AND SO.corr_id = BO.corr_id and SO.queue = 'WS_shippedorders_que'; 
 
/* Average waiting time in the backed order queue: */ 
SELECT SUM(BACK.deq_time - BACK.enq_time)/count (*) AVG_BACK_TIME 
   FROM WS.AQ$WS_orders_mqtab BACK  
   WHERE BACK.msg_state = 'PROCESSED' AND BACK.queue = 'WS_backorders_que'; 
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パブパブパブパブリリリリッシッシッシッシュュュュ /ササササブブブブスクラスクラスクラスクライイイイブ・サブ・サブ・サブ・サポポポポートートートート 
Oracle AQにはさまざまな機能が追加され、ユーザーがパブリッシュ /サブスクライブ・モ
デルに基づいたアプリケーションを開発できるようになっています。このアプリケーショ
ン・モデルの目的は、パブリッシャ（公開者）の機能を持つアプリケーションとサブスクラ
イバ（予約者）の役割を果たすアプリケーションとの間の柔軟でダイナミックな通信を可能
にすることです。具体的な設計のポイントは、そのように異なる役割を果たすアプリケー
ションを通信上では切り離し、メッセージとメッセージ内容に基づいた相互作用をさせると
いう点です。

分散メッセージでは、パブリッシャ・アプリケーションが明示的にメッセージ受信者を処理
または管理する必要はありません。このため、受信メッセージに新たなサブスクライバ・ア
プリケーションを動的に追加でき、パブリッシャ・アプリケーションのロジックを変更する
必要はありません。サブスクライバ・アプリケーションは、どのパブリッシャ・アプリケー
ションが送信したかにかかわらず、メッセージの内容に基づいてメッセージを受信します。
このため、サブスクライバ・アプリケーションを動的に追加でき、どのサブスクライバ・ア
プリケーションのロジックも変更する必要はありません。キューのメッセージ内容（ペイ
ロード）およびメッセージ・ヘッダー・プロパティに対してルールベースのサブスクリプ
ションを定義することで、サブスクライバ・アプリケーションは関心のあることを定義しま
す。システムは、ルールベースのサブスクリプションを使用して、公開されたメッセージの
受信者を確認し、自動的にルーティングします。

次の各ステップを実行することで、AQを使用した通信のパブリッシュ /サブスクライブ・
モデルを実現できます。

■ メッセージを保持するために 1つまたは複数のキューを設定します。このキューは、関
心がある領域またはサブジェクトを表しています。たとえば、あるキューは請求済み注
文情報を表すために使用される可能性があります。

■ ルールベースのサブスクライバを 1組設定します。各サブスクライバは、受信を希望す
るメッセージ仕様を表すルールを指定することができます。NULLルールは、そのサブ
スクライバがすべてのメッセージの受信を希望することを意味します。

■ パブリッシャ・アプリケーションが、ENQUEUEコールを呼び出してキューにメッセー
ジを公開します。

■ サブスクライバ・アプリケーションは、次のような方法でメッセージを受信できます。

■ DEQUEUEコールが、サブスクリプションの基準に合うメッセージを取り出します。

■ LISTENコールを使用して、様々なキューに対するサブスクリプションの有無を複数の
キューで監視できます。これは、サブスクライバ・アプリケーションが多数のキューに
サブスクライブ（予約）していて、どのキューに届いたメッセージでも受信する場合に
は、かなり拡張性に富んだ解決策です。

■ OCI通知メカニズムを使用します。これによって、「プッシュ」モードのメッセージ配
信が可能になります。このモードでは、メッセージを受信するキュー（およびサブスク
ライブ・エージェントによって指定されたサブスクリプション）およびサブスクリプ
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ションに合致するメッセージが届いたときに呼び出されるコールバックを、サブスクラ
イバ・アプリケーションが登録します。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLineアプリケーションは、アプリケーション間通信のパブリッシュ /サブスクラ
イブ・モデルの使用方法を示しています。たとえば次のとおりです。

キキキキュュュューーーーをををを定定定定義義義義すすすするるるる   受注処理アプリケーションでは、様々なアプリケーションに入力済み注
文情報と通信するためのキュー（OE_booked_orders_que ）を定義します。受注処理アプ
リケーションは様々なサブスクライバ・アプリケーションを認識しないため、受注処理（パ
ブリッシャ）アプリケーションの設定やロジックを壊さずに新たなサブスクライバ・アプリ
ケーションを追加できます。

ササササブブブブススススククククリリリリププププシシシショョョョンンンンをををを設設設設定定定定すすすするるるる   様々な出荷処理アプリケーションおよび顧客サービス・ア
プリケーション（すなわち、東部向け出荷、西部向け出荷、海外向け出荷および顧客サービ
ス）は、受注処理アプリケーションの booked_orders キューに対するサブスクライバとし
て定義されます。ルールは、関心があるメッセージを様々なサブスクライバに送るために使
用されます。たとえば、東部向け出荷は東海岸地区向けの注文および合衆国全域向けの至急
注文を扱い、次のようなサブスクリプション・ルールの記述になります。

rule  => 'tab.user_data.orderregion = ''EASTERN'' OR 
(tab.user_data.ordertype = ''RUSH'' AND  
tab.user_data.customer.country = ''USA'') ' 
 
各サブスクライバは、ローカル・キューを指定して、そこにメッセージが配信されるように
できます。東部向け出荷処理アプリケーションでは、サブスクライバ・アドレスを次のよう
に指定して、メッセージ配信用のローカル・キュー（ES_booked_orders_que）を指定しま
す。

subscriber := aq$_agent('East_Shipping', 'ES.ES_bookedorders_que', null); 
 

伝伝伝伝播播播播をををを設設設設定定定定すすすするるるる   各パブリッシャ・アプリケーション・キューから伝播できます。サブスク
ライブされたメッセージをリモート・キューに配信できるようにするために、受注処理アプ
リケーションでは次のように指定して伝播を使用可能にします。

execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que');  

メメメメッッッッセセセセーーーージジジジをををを公公公公開開開開すすすするるるる   受注処理アプリケーションが注文情報の有効性を検証し、出荷準備
完了後に（OE_booked_order_que キューに）エンキューしたときに、サブスクライブさ
れた注文情報が発行されます。このメッセージは次に、サブスクライブしている各アプリ
ケーションに送られます。メッセージは、各サブスクライバ・アプリケーションのローカ
ル・キュー（指定されている場合）に配信されます。
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メメメメッッッッセセセセーーーージジジジをををを受受受受信信信信すすすするるるる   出荷処理アプリケーションおよび顧客サービス・アプリケーション
は、それぞれローカル・キューのメッセージを受信します。たとえば、東部向け出荷処理ア
プリケーションは、東海岸向けまたは RUSH というマークのある合衆国内向けの入力済み注
文情報のみを受信します。その後、このアプリケーションはメッセージをデキューして、そ
の注文情報を出荷のために処理します。
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Oracle Parallel Server（（（（OPS）の）の）の）のササササポートポートポートポート 
Oracle Parallel Serverを使用すると、異なるキューを別々のインスタンスによって管理でき
るようにして AQパフォーマンスを改善することができます。このためには、キューを格納
するキュー表に様々なインスタンス親和性（基本設定）を指定します。これにより、様々な
キューに対する操作（エンキューまたはデキュー）を並行して行えるようになります。

AQのキュー・モニター・プロセスは、キュー表のインスタンス親和性を継続的に監視しま
す。キュー・モニターは指定された 1次インスタンスが使用可能な場合はそれにキュー表の
所有権を割り当て、失敗した場合は指定された 2次インスタンスに割り当てます。キュー表
を所有しているインスタンスが停止してしまった場合はいつでも、キュー・モニターはその
キュー表の所有権を適切なインスタンスに割り当てます。それが 2次インスタンスで、それ
も使用不能な場合は他の使用可能なインスタンスに変更します。

AQの伝播は OPSでも使用可能になりますが、これはユーザーにとっては完全に透過的で
す。伝播スケジュールのジョブ親和性は、それぞれのキュー表の親和性と同じ値に設定され
ます。このように、キュー表を所有するインスタンスに関連するジョブ・キュー・プロセス
は、そのキュー表に格納されているキューからの伝播を処理し、「ping」操作を最小限に抑
えます。このトピックは「AQ伝播スケジューリング」で追加説明します（第 4章の「管理
インタフェース : 基本操作」の 4-52ページの 「キューからの伝播をスケジュールする」 を参
照してください）。
  

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLineの例では、受注（OE）サイトでの new_orders_queue および booked_
order_queue の操作は、この 2つのキューが異なるインスタンスと関連付けられている場
合は短縮できます。そのために、2つのキューを別々のキュー表に作成し、create_queue_
table()コマンドでそれらのキュー表に別々の親和性を指定します。

この例では、キュー表 OE_orders_sqtab に new_orders_queue を格納し、1次および 2
次インスタンスはそれぞれインスタンス 1と 2です。キュー表 OE_orders_mqtab には
キュー booked_order_queue を格納し、1次および 2次インスタンスはそれぞれインスタ
ンス 2と 1です。目的は、インスタンス 1および 2に 2つのキューを並行して管理させるこ
とです。デフォルトでは 1つのインスタンスしか使用できませんので、その場合、両方の
キュー表の所有者インスタンスがインスタンス 1に設定されます。しかし、OPSが正しく
セットされてインスタンス 1および 2が使用可能な場合は、インスタンス 1がキュー表 OE_
orders_sqtab の所有者になり、インスタンス 2がキュー表 OE_orders_mqtab の所有者
になります。キュー表に対する 1次および 2次インスタンスの指定は、下の例に見るとお
り、alter_queue_table() コマンドを使用して動的に変更できます。キュー表の 1次、2
次および所有者インスタンスに関する情報は、USER_QUEUE_TABLESビューを問い合せて
得られます（「管理インタフェース : ビュー」の 5-21ページの「ユーザー・スキーマの
キュー表を選択する」を参照してください）。

Oracle Parallel Server （（（（OPS））））にににに関関関関ししししててててはははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 『Oracle8i Parallel Server セットアップおよび構成ガイド』
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Create queue tables, queues for OE  */
CONNECT OE/OE; 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table( ¥
        queue_table        => ’OE_orders_sqtab’,¥
        comment            => ’Order Entry Single-Consumer Orders queue table’,¥
        queue_payload_type => ’BOLADM.order_typ’,¥
        compatible         => ’8.1’,¥
        primary_instance   => 1,¥
        secondary_instance => 2);
  
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table(¥
        queue_table        => ’OE_orders_mqtab’,¥
        comment            => ’Order Entry Multi Consumer Orders queue table’,¥
        multiple_consumers => TRUE,¥
        queue_payload_type => ’BOLADM.order_typ’,¥
        compatible         => ’8.1’,¥
        primary_instance   => 2,¥
        secondary_instance => 1); 
  
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( ¥
        queue_name         => ’OE_neworders_que’,¥
        queue_table        => ’OE_orders_sqtab’); 
  
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( ¥
        queue_name         => ’OE_bookedorders_que’,¥
        queue_table        => ’OE_orders_mqtab’); 
  
/* Check instance affinity of OE queue tables from AQ administrative view: */ 
SELECT queue_table, primary_instance, secondary_instance, owner_instance 
FROM user_queue_tables; 
  
/* Alter instance affinity of OE queue tables: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.alter_queue_table( ¥
        queue_table        => ’OE.OE_orders_sqtab’,¥
        primary_instance   => 2,¥
        secondary_instance => 1); 
  
EXECUTE dbms_aqadm.alter_queue_table(  ¥
        queue_table        => ’OE.OE_orders_mqtab’, ¥
        primary_instance   => 1,¥
        secondary_instance => 2); 
  
/* Check instance affinity of OE queue tables from AQ administrative view: */
SELECT queue_table, primary_instance, secondary_instance, owner_instance 
FROM user_queue_tables; 
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詳細詳細詳細詳細情情情情報ビュ報ビュ報ビュ報ビューーーーのサポのサポのサポのサポーーーートトトト 
各インスタンスはそれぞれの AQ詳細情報を SGAに保有し、他のインスタンスによって収
集された詳細情報については認識しません。そのため、あるインスタンスが GV$AQビュー
に対して問い合せると、その他のすべてのインスタンスからそれぞれの AQ詳細情報が問合
せ元のインスタンスに集まります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
gv$ビューは、待機中、準備完了または期限切れのそれぞれのメッセージ数をいつでも知り
たいときに問い合せることができます。また、メッセージが処理されるまでの平均待機秒数
も表示します。注文処理アプリケーションは、これを使用して注文処理プロセスの数を動的
に調整できます（第 5章の「管理インタフェース : ビュー」の 5-33ページの「データベース
全体の、状態ごとのメッセージ数を選択する」を参照してください）。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT oe/oe 
 
/* Count the number as messages and the average time for which the messages have 
   been waiting: */ 
SELECT READY, AVERAGE_WAIT FROM gv$aq Stats, user_queues Qs 
  WHERE Stats.qid = Qs.qid and Qs.Name = 'OE_neworders_que'; 
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ENQUEUE機機機機能能能能 
■ サブスクリプションおよび受信者リスト 

■ メッセージの優先順位と順序付け 

■ 時間指定 : 遅延 

■ 時間指定 : 有効期限 

■ メッセージのグループ化 

■ 非同期通知 
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サブサブサブサブススススクリプクリプクリプクリプシシシションおョンおョンおョンおよよよよび受信び受信び受信び受信者者者者リストリストリストリスト
単一コンシューマ・キューでは、メッセージは一度に 1つのコンシューマでしか処理できま
せん。同じキューから、複数のプロセスまたはオペレーティング・システム・スレッドが同
時にデキューしようとすると、どうなるでしょうか。ロックされたメッセージはロック処理
をしたプロセスにしかデキューできないとすると、各プロセスはキューの先頭にあるロック
されていない最初のメッセージをデキューします。処理が済むと、キューの retention_
time が 0の場合はそのメッセージは削除され、そうでない場合は指定された期間保存され
ます。メッセージが保存されている間は、キュー表ビューに対する SQL問合せでそのメッ
セージを参照したり、BROWSE（参照）モードで処理済メッセージの IDを指定してデキュー
したりできます。

AQにより、単一のメッセージを複数のコンシューマによって処理できます。この機能を使
用するには、ユーザーは複数コンシューマ・キューを作成し、それらの複数コンシューマ・
キューにメッセージをエンキューする必要があります。AQでは、メッセージのコンシュー
マ・リストを識別する 2つの方法があります。サブスクリプション・リストと受信者リスト
です。

ササササブブブブススススククククリリリリププププシシシショョョョンンンン
ユーザーは、DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBERという PL/SQLプロシージャを使用して
キューにサブスクリプションを追加できます（第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」
の 4-44ページの 「サブスクライバを追加する」を参照してください）。これにより、エン
キューされたメッセージに対する AQ$_AGENTパラメータでコンシューマを指定できます。
多くのサブスクライバを追加するには、DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBERプロシージャを繰
り返し使用することで、1つの複数コンシューマ・キューあたり最大 1024サブスクライバま
で追加できます。（Oracle 8.0.3では 1つの複数コンシューマ・キューに最大でも 32個のサ
ブスクライバしか追加できないことに注意してください。）

ある複数コンシューマ・キューにサブスクライバとして追加されたコンシューマはすべて、
AQ$_AGENTパラメータに一意の値を持つ必要があります。つまり、2つのサブスクライバ
が AQ$_AGENT型の NAME、ADDRESSおよび PROTOCOL属性に同じ値を持つことはできませ
ん。この 3つの属性のうち少なくとも 1つは、違う値にする必要があります（このデータ構
造に関する詳細は、第 3章の「Oracle AQの管理」の 3-5ページの「エージェント」を参照
してください）。

ユーザーは、単一コンシューマ・キューや例外キューにサブスクリプションを追加できませ
ん。あるキューにサブスクライバとして追加されたコンシューマは、DBMS_AQADM.ADD_
SUBSCRIBERプロシージャが完了した後にエンキューされたメッセージしかデキューできま
せん。つまり、このプロシージャが実行される前にエンキューされたメッセージは、このコ
ンシューマからはデキューできません。

サブスクリプションを取り消すときは、DBMS_AQADM.REMOVE_SUBSCRIBERプロシージャ
を使用します（第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」の「サブスクライバを削除する」
を参照してください）。AQは、AQ$_AGENTパラメータによって識別されるコンシューマに
対応するすべてのメタデータを、自動的にキューから取り消します。つまり、そのコン
シューマがデキューできるが留保しているメッセージがあるときに、REMOVE_SUBSCRIBER
プロシージャを実行してもエラーにはなりません。それらのメッセージは、REMOVE_
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SUBSCRIBERプロシージャが実行されると自動的に使用不可になります。「8.1」以降のバー
ジョンと互換性があるパラメータによって作成されたキュー表では、コンシューマによって
デキューされなかったメッセージについては、「UNDELIVERABLE」が AQ$<queue_table>
ビューの中に表示されます。互換性があるパラメータによらずに作成された、または「8.0」
互換のパラメータによって作成された複数コンシューマ・キュー表は、コンシューマごとの
メッセージ状態を表示せず、全体的なメッセージの状態のみを表示します。

受受受受信信信信者者者者リリリリスススストトトト
メッセージをエンキューしたプロデューサが受信者リストを提供している場合、ユーザーは
複数コンシューマ・キューにサブスクリプションを指定する必要はありません。状況によっ
ては、デフォルトのサブスクライバ・リストのかわりに、一群のコンシューマをターゲット
に指定したメッセージをエンキューするほうが望ましいこともあります。このようなとき
は、メッセージをエンキューするときに受信者リストを指定します。

■ PL/SQLでは、ユーザーがmessage_properties レコードの recipient_list
フィールドに要素を追加して、受信者リストを指定します。

■ OCIでは、OCISetAttr プロシージャを使用して、OCI_DTYPE_AQAGENT記述子の配
列を OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIESメッセージ・プロパティ記述子の受信者リスト
（OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST 属性）に指定することで、受信者リストを指定します。

エンキュー中に指定された受信者リストは、サブスクリプション・リストを上書きします。
つまり、受信者リストが指定されているメッセージは、そのキューのサブスクライバからは
デキューできません。受信者リストで指定されたコンシューマは、そのキューのサブスクラ
イバの場合もあれば、そうでない場合もあります。サブスクライバがないキューに受信者リ
ストを指定しないでエンキューすると、エラーになります（第 6章の「操作インタフェース
: 基本操作」の 6-4ページの「メッセージをエンキューする」を参照してください）。
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メッメッメッメッセセセセージのージのージのージの優優優優先順位先順位先順位先順位とととと順序付順序付順序付順序付けけけけ 
メッセージの順序付けとは、キューからメッセージがデキューされる順序を示します。
キューに対する順序付けの方法は、キュー表が作成されるときに指定されます（第 4章の
「管理インタフェース : 基本操作」の 4-4ページの 「キュー表を作成する」を参照してくださ
い）。現在、AQは 2種類のメッセージ順序付けをサポートしています。

■ メッセージの優先順位による順序付け。優先順位による順序付けを選択すると、各メッ
セージがエンキューされるときにエンキュー元によって優先順位が割り当てられます。
デキューのときには、割り当てられた優先順位の順序でデキューされます。2つのメッ
セージに同じ優先順位が割り当てられた場合の両者のデキュー順序は定義されません。

■ 先入れ先出し（FIFO）による順序付け。FIFO優先順位のキューも、優先順位とエン
キュー時刻の両方でメッセージの並替えを指定することで作成できます。FIFO優先順
位のキューは、優先順位による順序付けに似ていますが、同じ優先順位のメッセージが
2つあるときにエンキュー時刻の順序でデキューされるところが異なります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、顧客は次の方法を要求できます。

■ FedExによる出荷（優先順位 1）、

■ 優先扱い航空便による出荷（優先順位 2）または

■ 通常地上便による出荷（優先順位 3）

受注処理アプリケーションは、入力済み注文情報を FIFO優先順位のキューに格納します。
入力済み注文情報は地区の入力済み注文情報キューに伝播されます。各地区では、その地区
の入力済み注文情報キューにある注文情報が、出荷の優先順位に従って処理されます。

次のコールで、受注処理アプリケーションに FIFO優先順位キューを作成します。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Create a priority queue table for OE: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table( ¥                        
   queue_table         => 'OE_orders_pr_mqtab', ¥          
   sort_list           =>'priority,enq_time', ¥ 
   comment             => 'Order Entry Priority  ¥
                          MultiConsumer Orders queue table',¥ 
   multiple_consumers  => TRUE, ¥                           
   queue_payload_type  => 'BOLADM.order_typ', ¥                      
   compatible          => '8.1', ¥                                  
   primary_instance    => 2, ¥                                       
   secondary_instance  => 1); 
 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( ¥                                
   queue_name          => 'OE_bookedorders_que', ¥       
   queue_table         => 'OE_orders_pr_mqtab'); 
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/* When an order arrives, the order entry application can use the following 
   procedure to enqueue the order into its booked orders queue.  A shipping 
   priority is specified for each order: */
CREATE OR REPLACE procedure order_enq(book_title        IN VARCHAR2, 
                                      book_qty          IN NUMBER, 
                                      order_num         IN NUMBER, 
                                      shipping_priority IN NUMBER, 
                                      cust_state        IN VARCHAR2, 
                                      cust_country      IN VARCHAR2, 
                                      cust_region       IN VARCHAR2, 
                                      cust_ord_typ      IN VARCHAR2) AS 
 
OE_enq_order_data        BOLADM.order_typ; 
OE_enq_cust_data         BOLADM.customer_typ; 
OE_enq_book_data         BOLADM.book_typ; 
OE_enq_item_data         BOLADM.orderitem_typ; 
OE_enq_item_list         BOLADM.orderitemlist_vartyp; 
enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t; 
msgprop                  dbms_aq.message_properties_t; 
enq_msgid                RAW(16); 
  
BEGIN 
   msgprop.correlation := cust_ord_typ; 
   OE_enq_cust_data    := BOLADM.customer_typ(NULL, NULL, NULL, NULL, 
                                cust_state, NULL, cust_country); 
   OE_enq_book_data    := BOLADM.book_typ(book_title, NULL, NULL, NULL); 
   OE_enq_item_data    := BOLADM.orderitem_typ(book_qty,  
                                OE_enq_book_data, NULL); 
   OE_enq_item_list    := BOLADM.orderitemlist_vartyp( 
                                BOLADM.orderitem_typ(book_qty,  
                                OE_enq_book_data, NULL)); 
   OE_enq_order_data   := BOLADM.order_typ(order_num, NULL,  
                                cust_ord_typ, cust_region, 
                                OE_enq_cust_data, NULL,  
                                OE_enq_item_list, NULL); 
 
   /*Put the shipping priority into message property before enqueueing 
     the message: */
   msgprop.priority    := shipping_priority; 
    dbms_aq.enqueue('OE.OE_bookedorders_que', enqopt, msgprop,
                        OE_enq_order_data, enq_msgid); 
        COMMIT; 
  END; 
  / 
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/* At each region, similar booked order queues are created. The orders are    
   propagated from the central Order Entry's booked order queues to the regional 
   booked order queues.For example, at the western region, the booked orders   
   queue is created. 
   Create a priority queue table for WS shipping: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table( ¥                       
   queue_table        =>  'WS_orders_pr_mqtab',           
   sort_list          =>'  priority,enq_time',  ¥
   comment            =>  'West Shipping Priority  ¥
                           MultiConsumer Orders queue table',¥ 
   multiple_consumers => TRUE, ¥                           
   queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ', ¥                     
   compatible         => '8.1'); 
 
/* Booked orders are stored in the priority queue table: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( ¥                                 
   queue_name         => 'WS_bookedorders_que', ¥        
   queue_table        => 'WS_orders_pr_mqtab'); 
 
/* At each region, the shipping application dequeues orders from the regional 
   booked order queue according to the orders' shipping priorities, processes 
   the orders, and enqueues the processed orders into the shipped orders queues 
   or the back orders queues. */
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時間時間時間時間指指指指定定定定 : 遅延遅延遅延遅延
メッセージをエンキューするときに遅延を指定できます。遅延は、そのメッセージがデ
キューできるようになるまでの時間を表します。遅延指定されたメッセージは、遅延時間が
終了して使用可能になるまで待機中状態になります。遅延処理では、キュー・モニターが起
動されている必要があることに注意してください。msgidによるデキューで遅延指定が上書
きされることにも注意してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、遅延指定は繰延べ請求処理をインプリメントするた
めに利用できます。請求処理アプリケーションは 1つのキューを定義して、その繰延べ請求
処理キューの中には出荷済みですぐには請求されない注文情報が遅延指定とともに入力され
るようにできます。たとえば、法人顧客のような顧客アカウントの中には、15日間経過する
まで請求が発行されないクラスがあります。請求処理アプリケーションは、受け取った出荷
済み注文情報メッセージを（shippedordersキューから）デキューし、それが法人顧客から
の注文である場合は、遅延指定とともに繰延べ請求処理キューにエンキューします。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Enqueue an order to implement deferred billing so that the order is not made 
   visible again until delay has expired: */
CREATE OR REPLACE PROCEDURE defer_billing(deferred_billing_order order_typ) 
AS 
  defer_bill_queue_name    VARCHAR2(62); 
  enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t; 
  msgprop                  dbms_aq.message_properties_t; 
  enq_msgid                RAW(16); 
BEGIN 
 
/* Enqueue the order into the deferred billing queue with a delay of 15 days: */ 
  defer_bill_queue_name := 'CBADM.deferbilling_que'; 
  msgprop.delay := 15*60*60*24; 
  dbms_aq.enqueue(defer_bill_queue_name, enqopt, msgprop,  
                  deferred_billing_order, enq_msgid); 
END; 
/ 
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時間時間時間時間指指指指定定定定 : 有効有効有効有効期期期期限限限限 
メッセージをエンキューするときに、そのメッセージがいつまで使用可能かという有効期限
を指定できます。有効期限処理では、キュー・モニターが起動されている必要があることに
注意してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、有効期限は受注残処理にあてられる時間を制御する
ために利用できます。出荷処理アプリケーションは、処理できない書籍注文情報を受注残
キューに送ります。すべての受注残を 1週間以内に必ず出荷するという方針であれば、1週
間という有効期限とともにメッセージを受注残キューにエンキューできます。このケースで
は、1週間以内に処理されなかった受注残は例外キューに移されて、EXPIREDというメッ
セージ状態になります。これは、受注残の出荷方針に従って未出荷になっている注文情報に
フラグを付けるために利用できます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT BOLADM/BOLADM 
/* Req-enqueue a back order into a back order queue and set a delay of 7 days; 
   all back orders must be processed in 7 days or they are moved to the 
   exception queue: */ 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE requeue_back_order(sale_region varchar2,  
                                               backorder order_typ) 
AS 
  back_order_queue_name    VARCHAR2(62); 
  enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t; 
  msgprop                  dbms_aq.message_properties_t; 
  enq_msgid                RAW(16); 
BEGIN 
  /* Look up a back order queue based the the region by means of a directory 
     service: */
  IF sale_region = 'WEST' THEN 
    back_order_queue_name := 'WS.WS_backorders_que';  
  ELSIF sale_region = 'EAST' THEN 
    back_order_queue_name := 'ES.ES_backorders_que';  
  ELSE 
    back_order_queue_name := 'OS.OS_backorders_que';  
  END IF; 
 
  /* Enqueue the order with expiration set to 7 days: */ 
  msgprop.expiration := 7*60*60*24; 
  dbms_aq.enqueue(back_order_queue_name, enqopt, msgprop,  
                  backorder, enq_msgid); 
END; 
/ 
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メッメッメッメッセセセセージのージのージのージのググググループループループループ化化化化 
1つのキューに属しているメッセージを 1つにグループ化して、一度に 1つのユーザーしか
使用できないようにできます。そのためには、トランザクション処理でのメッセージのグ
ループ化に対応したキュー表に、そのキューを作成する必要があります（第 4章の「管理イ
ンタフェース : 基本操作」の 4-4ページの「キュー表を作成する」を参照してください）。1
つのグループに属するメッセージはすべて、同一のトランザクションで作成される必要があ
ります。また、1つのトランザクションで作成されるメッセージはすべて同一のグループに
属します。この機能によって、ユーザーは複合メッセージを単純メッセージにセグメント化
できます。

たとえば、あるキュー宛てのメッセージに請求書情報が含まれている場合、そのメッセージ
は、ヘッダーのメッセージ、詳細情報のメッセージ、フッターのメッセージで構成されるグ
ループとして作成できます。より小さいオブジェクトにセグメント化できるイメージまたは
ビデオなどの複合ラージ・オブジェクトがペイロード（実際に通信される情報）にある場合
は、メッセージのグループ化が非常に役に立ちます。

グループに含まれるメッセージの一般的なメッセージ・プロパティ（優先順位、遅延指定、
有効期限）は、単にグループの最初のメッセージ（ヘッダー）のプロパティによってのみ判
断され、グループの他のメッセージのプロパティは無視されます。

グループ化メッセージのプロパティは、伝播されても保持されます。ただし、メッセージが
伝播される宛先キューも、トランザクション処理でグループ化可能であることが必要なこと
に注意してください。トランザクション処理でグループ化可能なキューからデキューすると
きに、グループ化メッセージのプロパティを保持する場合、他にも認識しておく必要がある
制限があります（追加情報は 2-44ページの 「デキューの方法」、および 2-53ページの「デ
キューのモード」を参照してください）。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、メッセージのグループ化は新規の注文を扱うために
利用できます。各注文情報には、注文された多数の書籍が 1つずつ連続して入っています。
Webを経由して注文された項目も同様です。

次の例では、各エンキューが注文情報の中の個々の書籍に対応し、グループまたはトランザ
クションが 1つの完全な注文情報を表します。最初のエンキューにのみ、顧客情報が含まれ
ています。OE_neworders_que は、トランザクショション処理でグループ化できる表 OE_
orders_sqtabに格納されることに注意してください。プロシージャ new_order_enq() お
よび same_order_enq() の説明は、サンプル・コードを参照してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
connect OE/OE; 
 
/* Create queue table for OE:  */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table( ¥
        queue_table        => ’OE_orders_sqtab’,¥
        comment            => ’Order Entry Single-Consumer Orders queue table’,¥
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        queue_payload_type => ’BOLADM.order_typ’,¥
        message_grouping   => DBMS_AQADM.TRANSACTIONAL, ¥
        compatible         => ’8.1’,  ¥
        primary_instance   => 1,¥
        secondary_instance => 2); 
 
/* Create neworders queue for OE: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( ¥
        queue_name         => ’OE_neworders_que’, ¥
        queue_table        => ’OE_orders_sqtab’); 
 
/* Login into OE account :*/
CONNECT OE/OE; 
SET serveroutput on; 
  
/* Enqueue some orders using message grouping into OE_neworders_que,
   First Order Group: */
EXECUTE BOLADM.new_order_enq(’My First   Book’, 1, 1001, ’CA’); 
EXECUTE BOLADM.same_order_enq(’My Second  Book’, 2); 
COMMIT; 
/ 
/* Second Order Group: */ 
EXECUTE BOLADM.new_order_enq(’My Third   Book’, 1, 1002, ’WA’); 
COMMIT; 
/ 
/* Third Order Group: */ 
EXECUTE BOLADM.new_order_enq(’My Fourth  Book’, 1, 1003, ’NV’); 
EXECUTE BOLADM.same_order_enq(’My Fifth   Book’, 3); 
EXECUTE BOLADM.same_order_enq(’My Sixth   Book’, 2); 
COMMIT; 
/ 
/* Fourth Order Group: */
EXECUTE BOLADM.new_order_enq(’My Seventh Book’, 1, 1004, ’MA’); 
EXECUTE BOLADM.same_order_enq(’My Eighth  Book’, 3); 
EXECUTE BOLADM.same_order_enq(’My Ninth   Book’, 2); 
COMMIT; 
/
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非同非同非同非同期期期期通知通知通知通知 
この機能により、OCIクライアントは、関心があるキューにメッセージがあるときに通知を
受け取ることができます。このクライアントは、この機能を使用して複数のサブスクリプ
ションを監視することができます。クライアントは、自分自身のサブスクリプションに関す
る通知を受け取るためにデータベースと接続されている必要はありません。

ユーザーは、OCI関数の OCISubcriptionRegister を使用して、キュー内のどんなメッ
セージに関心があるかを登録します（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」の「通知
を登録する」を参照してください）。
  

クライアントは、新たなメッセージがエンキューされるたびに起動されるコールバック関数
を指定できます。非永続キューの場合、メッセージは通知の一部としてクライアントに配信
されます。永続キューの場合は、通知の一部としてメッセージ・プロパティのみが配信され
ます。つまり、永続キューの場合にメッセージ内容にアクセスするには、明示的にデキュー
する必要があります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、顧客は FedExによる出荷（優先順位 1）、優先扱い
航空便による出荷（優先順位 2）または通常地上便による出荷（優先順位 3）のいずれかの
方法を要求できます。

出荷処理アプリケーションは、注文された書籍をユーザーの要求に従って出荷します。
BooksOnLine は、毎日、それぞれの出荷方法が何件要求されるかに関心があります。アプ
リケーションは、非同期通知機能をこの目的に使用します。WS.WS_bookedorders_que
に対して通知を登録し、そのキューに新たなメッセージがあることを通知されると、アプリ
ケーションはメッセージの優先順位に従って適切な出荷方法の件数を更新します。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
この例では OCIRegisterの使用方法を示します。OCIクライアント・プログラムが、出荷サ
イトで FEDEX、AIR および GROUNDの各出荷方法の注文情報が何件あるかを追跡してい
ます。メッセージの優先順位フィールドによって、希望の出荷方式を判断できます。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>
#ifdef WIN32COMMON
#define sleep(x)   Sleep(1000*(x))
#endif

OCIオオオオペペペペレレレレーーーーシシシショョョョンンンンのののの通通通通知知知知登登登登録録録録のののの詳詳詳詳細細細細はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』
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static text *username = (text *) "WS";
static text *password = (text *) "WS";

static OCIEnv *envhp;
static OCIServer *srvhp;
static OCIError *errhp;
static OCISvcCtx *svchp;

static void checkerr(/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);

struct ship_data
{
  ub4  fedex;
  ub4  air;
  ub4  ground;
};

typedef struct ship_data ship_data;

int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);

/* Notify callback: */
ub4 notifyCB(ctx, subscrhp, pay, payl, desc, mode)
dvoid *ctx;
OCISubscription *subscrhp;
dvoid *pay;
ub4    payl;
dvoid *desc;
ub4    mode;
{
 text                *subname;
 ub4                 size;
 ship_data           *ship_stats = (ship_data *)ctx;
 text                *queue;
 text                *consumer;
 OCIRaw              *msgid;
 ub4                 priority;
 OCIAQMsgProperties  *msgprop;

 OCIAttrGet((dvoid *)subscrhp, OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                             (dvoid *)&subname, &size,
                             OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

 /* Extract the attributes from the AQ descriptor.
    Queue name: */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&queue, &size, 
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            OCI_ATTR_QUEUE_NAME, errhp);
  
 /* Consumer name: */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&consumer, &size, 
            OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);

 /* Msgid: */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&msgid, &size, 
            OCI_ATTR_NFY_MSGID, errhp);

 /* Message properties: */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&msgprop, &size, 
            OCI_ATTR_MSG_PROP, errhp);

 /* Get priority from message properties: */
 checkerr(errhp, OCIAttrGet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 
                             (dvoid *)&priority, 0, 
                             OCI_ATTR_PRIORITY, errhp));

  switch (priority)
  {
  case 1:  ship_stats->fedex++;
           break;
  case 2 : ship_stats->air++;
           break;
  case 3:  ship_stats->ground++;
           break;
  default: 
           printf(" Error priority %d", priority);
  }
}

int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
  OCISession *authp = (OCISession *) 0;
  OCISubscription *subscrhp[8];
  ub4 namespace = OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQ;
  ship_data  ctx = {0,0,0};
  ub4 sleep_time = 0;

  printf("Initializing OCI Process¥n");

  /* Initialize OCI environment with OCI_EVENTS flag set: */
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_EVENTS|OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
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                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 );

  printf("Initialization successful¥n");

  printf("Initializing OCI Env¥n");
  (void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &envhp, OCI_DEFAULT, (size_t) 0, (dvoid **) 0 );
  printf("Initialization successful¥n");

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, OCI_HTYPE_
ERROR, 
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, OCI_HTYPE_
SERVER,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, OCI_HTYPE_
SVCCTX,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0));

  printf("connecting to server¥n");
  checkerr(errhp, OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"inst1_alias",
            strlen("inst1_alias"), (ub4) OCI_DEFAULT));
  printf("connect successful¥n");

  /* Set attribute server context in the service context: */
  checkerr(errhp, OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 
                    (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp));

  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&authp,
                       (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0));
 
  /* Set username and password in the session handle: */
  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                  (dvoid *) username, (ub4) strlen((char *)username),
                  (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp));
 
  checkerr(errhp, OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                  (dvoid *) password, (ub4) strlen((char *)password),
                  (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp));

  /* Begin session: */
  checkerr(errhp, OCISessionBegin ( svchp,  errhp, authp, OCI_CRED_RDBMS, 
                          (ub4) OCI_DEFAULT));
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  (void) OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   (dvoid *) authp, (ub4) 0,
                   (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* Register for notification: */
  printf("allocating subscription handle¥n");
  subscrhp[0] = (OCISubscription *)0;
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[0], 
                        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0);
 
  printf("setting subscription name¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) "WS.WS_BOOKEDORDERS_QUE:BOOKED_ORDERS", 
                 (ub4) strlen("WS.WS_BOOKEDORDERS_QUE:BOOKED_ORDERS"),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);
 
  printf("setting subscription callback¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);

 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *)&ctx, (ub4)sizeof(ctx),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

  printf("setting subscription namespace¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);

  printf("Registering ¥n");
  checkerr(errhp, OCISubscriptionRegister(svchp, subscrhp, 1, errhp, 
                                          OCI_DEFAULT));

  sleep_time = (ub4)atoi(argv[1]);
  printf ("waiting for %d s", sleep_time);
  sleep(sleep_time);

   printf("Exiting");
  exit(0);
}

void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
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sword status;
{
  text errbuf[512];
  sb4 errcode = 0;

  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    (void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO¥n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NEED_DATA¥n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NODATA¥n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    (void) OCIErrorGet((dvoid *)errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                        errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %.*s¥n", 512, errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    (void) printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    (void) printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE¥n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    (void) printf("Error - OCI_CONTINUE¥n");
    break;
  default:
    break;
  }
}
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DEQUEUE機機機機能能能能 
■ デキューの方法 

■ 複数の受信者 

■ ローカルおよびリモートの受信者 

■ デキューにおけるメッセージ・ナビゲーション 

■ デキューのモード 

■ メッセージ到着待機の最適化 

■ 遅延間隔をおいて再試行する 

■ 例外処理 

■ ルールベースのサブスクリプション 

■ Listen機能 
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デキデキデキデキュュュューの方ーの方ーの方ーの方法法法法 
キューからメッセージをデキューするには、相関識別子（correlation）を使用する方法と
メッセージ識別子（msgid）による方法の 2通りの方法があります。

相関識別子はユーザー定義のメッセージ・プロパティ（VARCHAR2データ型）で、メッセー
ジ識別子はシステムによって割り当てられる値（RAWデータ型）です。1つのキューに同じ
相関識別子を持つメッセージが複数存在することがありますが、同じメッセージ識別子を持
つメッセージが複数存在することはありません。相関識別子によるデキュー・コールは、ま
ず内容を調べて取り出すという REMOVE（削除）モードと LOCK（ロック）モードの組合
せではなく、特定の関心の対象になるメッセージを直接取り出します。したがって相関識別
子には、通常ペイロードで最も役に立つ属性が含まれます。同じ相関識別子を持つメッセー
ジが複数ある場合、メッセージ同士の順序付け（エンキュー順序）がデキュー・コールでは
変更されることがあります。一連のデキュー・コールの間は、「first message」ナビゲーショ
ン・オプションを指定しないと相関識別子を変更できません。

2通りのデキュー方法のどちらでメッセージをデキューしても、グループ化メッセージのプ
ロパティは変更されることがあります（詳細は、2-35ページの「メッセージのグループ化」、
および 2-50ページの 「デキューにおけるメッセージ・ナビゲーション」を参照してくださ
い）。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
次の BooksOnLine によるシナリオでは、東部向け出荷サイトに届いた至急（RUSH）注文
が、最初に処理されています。そのために、注文タイプ（普通 /至急）を含めて定義されて
いる相関識別子を使用してメッセージをデキューします。メッセージ識別子を使用するデ
キューの詳細は、2-53ページの 「デキューのモード」にある例の get_northamerican_
orders プロシージャを参照してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT boladm/boladm; 
 
/*  Create procedures to enqueue into single-consumer queues: */ 
create or replace procedure get_rushtitles(consumer in varchar2) as 
  
deq_cust_data            BOLADM.customer_typ; 
deq_book_data            BOLADM.book_typ; 
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ; 
deq_msgid                RAW(16); 
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t; 
mprop                    dbms_aq.message_properties_t; 
deq_order_data           BOLADM.order_typ; 
qname                    varchar2(30); 
no_messages              exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
new_orders               BOOLEAN := TRUE; 
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begin 
  
        dopt.consumer_name := consumer; 
        dopt.wait := 1; 
        dopt.correlation := ’RUSH’; 
  
        IF (consumer = ’West_Shipping’) THEN 
                qname := ’WS.WS_bookedorders_que’; 
        ELSIF (consumer = ’East_Shipping’) THEN 
                qname := ’ES.ES_bookedorders_que’; 
        ELSE 
                qname := ’OS.OS_bookedorders_que’; 
        END IF; 
  
        WHILE (new_orders) LOOP 
          BEGIN 
            dbms_aq.dequeue( 
                queue_name => qname, 
                dequeue_options => dopt, 
                message_properties => mprop, 
                payload => deq_order_data, 
                msgid => deq_msgid); 
            commit; 
         
            deq_item_data := deq_order_data.items(1); 
            deq_book_data := deq_item_data.item; 
  
            dbms_output.put_line(’ rushorder book_title: ’ ||  
                                deq_book_data.title ||  
                        ’ quantity: ’ || deq_item_data.quantity); 
          EXCEPTION 
            WHEN no_messages THEN 
                 dbms_output.put_line (’ ---- NO MORE RUSH TITLES ---- ’); 
                 new_orders := FALSE; 
          END; 
        END LOOP; 
  
end; 
/ 
 
CONNECT EXECUTE on get_rushtitles to ES; 
 
/* Dequeue the orders: */ 
CONNECT ES/ES; 
 
/*  Dequeue all rush order titles for East_Shipping: */ 
EXECUTE BOLADM.get_rushtitles(’East_Shipping’); 
AQのインプリメント ―サンプル・アプリケーション 2-45



DEQUEUE機能
複数複数複数複数のののの受信者受信者受信者受信者
コンシューマは、DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBERプロシージャの AQ$_AGENT型で使用さ
れている名前、またはメッセージ・プロパティの受信者リストを指定することで、複数コン
シューマの通常キューからメッセージをデキューできます（4-44ページの「サブスクライバ
を追加する」、または 6-9ページの 「メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパ
ティを指定する ]」を参照してください）。

■ PL/SQLでは、コンシューマ名は dequeue_options_t レコードの consumer_name
フィールドを使用して提供されます。

■ OCIでは、コンシューマ名は OCISetAttr プロシージャを使用してテキスト文字列を
OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS記述子の OCI_ATTR_CONSUMER_NAMEに指定して提供
されます。

複数のプロセスまたはオペレーティング・システム・スレッドが、1つのキューから同じ
consumer_name を使用して同時にデキューすることがあります。そのような場合、AQは
キューの先頭にあるロックされていない最初のメッセージをコンシューマに提供します。デ
キュー中に特定のメッセージのメッセージ IDが指定されない限り、コンシューマは READY
状態のメッセージをデキューできます。

メッセージが PROCESSED（処理済み）とみなされるのは、所定のコンシューマ全員がメッ
セージのデキューに成功したときのみです。メッセージが EXPIRED（期限切れ）とみなさ
れるのは、1つまたは複数のコンシューマが EXPIRATION時刻までにそのメッセージをデ
キューしなかったときです。期限切れになったメッセージは、例外キューに移されます。

例外キューも、必ず複数コンシューマ・キューです。複数コンシューマ・キューから移され
た期限切れメッセージは、所定の受信者にはデキューできません。しかし、デキュー・オプ
ションのコンシューマ名に NULLを指定することにより、REMOVE（削除）モードで 1回の
みデキューできます。したがって、デキューの観点からすると、複数コンシューマの例外
キューは単一コンシューマ・キューのように動作します。これは、それぞれの期限切れメッ
セージは、NULLコンシューマ名を使用して 1回しかデキューできないためです。次のよう
な場合は、期限切れメッセージはメッセージ IDを指定する方法でしかデキューできないこ
とに注意してください。すなわち、複数コンシューマ例外キューを作成したキュー表が、互
換性のあるパラメータを使用せずに作成された場合、または「8.0」互換に設定されたパラ
メータを使用して作成された場合です。

リリース 8.0.xでは、異なる consumer_name を利用する 2つ以上のプロセスまたはスレッ
ドがデキューする場合、与えられたメッセージを LOCKEDモードあるいは REMOVEモードで
いつでもデキューできるプロセスまたはスレッドは、1つしかありません。つまり、メッ
セージをロックしたコンシューマがそのトランザクションをコミットまたは異常終了して
メッセージのロックを解除するまで、そのメッセージをデキューしたい他のコンシューマは
待機する必要があるということです。しかし、リリース 8.0.xが同一メッセージに対する異
なるコンシューマの同時実行をサポートしていなかったのに対し、リリース 8.1.xでは、す
べてのコンシューマが同一メッセージに同時にアクセスできます。その結果、2つのプロセ
スまたはスレッドが別々の consumer_nameで同一メッセージをデキューしても、たがいに
ブロックしません。AQは、メッセージのデキュー作業とキューからの削除処理を切り離す
ことで、この改良を実現しました。リリース 8.1.xでは、複数コンシューマ・キューから
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メッセージを削除できるのはキュー・モニターのみです。これによって、キュー表のメッ
セージをロックせずにデキュー操作を完了できるようになりました。キュー・モニターが、
すべてのコンシューマが処理を完了したメッセージを複数コンシューマ・キューから削除す
る作業をおよそ毎分 1回行うため、ユーザーはメッセージが完全に処理されるまでの時間
と、キューから物理的に削除されるまでの遅延時間を予測できます。
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ローローローローカカカカルおよルおよルおよルおよびびびびリモーリモーリモーリモートトトトの受信の受信の受信の受信者者者者
複数コンシューマ・キュー内のメッセージのコンシューマ（そのキューのサブスクライバで
あるか、エンキュー元の受信者リストに含まれている受信者）は、ローカルでもリモートで
もかまいません。

■ ローカル・コンシューマは、プロデューサがそのメッセージをエンキューしたキューか
らデキューします。ローカル・コンシューマの場合は、AQ$_AGENT型の NAMEは非
NULLで、ADDRESSおよび PROTOCOLフィールドは NULLです（第 3章の「Oracle AQ
の管理」の 3-5ページの「エージェント」を参照してください）。

■ リモート・コンシューマは、メッセージがエンキューされたものとは別のキュー（ただ
し、ペイロード型はソース・キューと同じ）からデキューします。リモート・コン
シューマとはそういうものとして、ユーザーはそれに慣れ、AQ伝播機能を使用してリ
モート・コンシューマを使用する必要があります。リモート・コンシューマは次の 3つ
のカテゴリに分けられます。

a. ADDRESSフィールドが同一データベース内のキューを参照しているもの。この場
合、コンシューマは同一データベースの別のキューからメッセージをデキューする
ことになります。アドレスの形式は [schema].queue_name で、queue_name
（オプションで、スキーマ名によって修飾されることもある）がターゲット・
キューです。スキーマが指定されないと、ADD_SUBSCRIBERプロシージャを実行
している現ユーザーのスキーマまたはエンキューされたスキーマが使用されます
（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」の 4-44ページの「サブスクライバを
追加する」、または 6-4ページの「メッセージをエンキューする」を参照してくださ
い）。このようなリモート・コンシューマへの伝播をスケジュールするには、宛先
に NULL（デフォルト値）を指定した DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATIONコ
マンドを使用します（第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」の 4-52ページの
「キューからの伝播をスケジュールする」を参照してください）。

b. ADDRESSフィールドが別のデータベース内のキューを参照しているもの。この場
合の別のデータベースは、データベース・リンクによって到達可能で、PROTOCOL
は必ず NULLまたは 0です。アドレスの形式は、[schema].queue_
name@dblink になります。スキーマが指定されないと、ADD_SUBSCRIBERプロ
シージャを実行している現ユーザーのスキーマまたはエンキューされたスキーマが
使用されます。データベース・リンクが完全な修飾名でない場合（ドメイン名が指
定されない場合）、db_domain init.ora パラメータで指定されたデフォルトの
ドメインが使用されます。データベース・リンクを宛先とした DBMS_
AQADM.SCHEDULE_PROPAGATIONプロシージャを使用して伝播をスケジュールし
ます。AQは、シノニムを使用してキューまたはデータベース・リンクを参照する
方法はサポートしていません。

c. ADDRESSフィールドがサード・パーティのプロトコルによって到達できる宛先を
参照しているもの。サード・パーティ・ソフトウェアのドキュメンテーションを参
照してデータベース・リンクの ADDRESSおよび PROTOCOLをどのように指定する
か、またどのように伝播をスケジュールするかを決める必要があります。
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コンシューマがリモートの場合、伝播されたメッセージがリモート・キューからデキューさ
れていないにもかかわらず、ソース・キューでは、伝播された直後に PROCESSEDとマーク
されます。同様に、伝播されたメッセージがリモート・キューで期限切れになると、その
メッセージはローカル・キューの例外キューではなく、リモート・キューのキュー表の
DEFAULT例外キューに移されます。この 2つのケースからわかるように、現状では、AQは
例外をソース・キューに伝播しません。ユーザーはキュー表ビュー（AQ$<queue_table> ）
の MSGID列と ORIGINAL_MSGID列を使用して、伝播されたメッセージを連鎖させること
ができます。メッセージ IDが m1のメッセージがリモート・キューに伝播されると、m1は
リモート・キューの ORIGINAL_MSGID列に格納されます。

DELAY、EXPIRATIONおよび PRIORITY パラメータは、ローカル・コンシューマにもリ
モート・コンシューマにも同様に適用されます。AQは伝播による遅延を見込んで、DELAY
および EXPIRATIONパラメータを調整します。たとえば、EXPIRATIONが 1時間で、メッ
セージが 15分後に伝播された場合、リモート・キューでの有効期限は 45分に設定されま
す。
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デキデキデキデキュュュューにおーにおーにおーにおけけけけるメッるメッるメッるメッセセセセージ・ージ・ージ・ージ・ナナナナビゲービゲービゲービゲーシシシションョンョンョン 
キューからメッセージを選択するにはいくつかのオプションがあります。「first message」
（最初のメッセージ）を選択することができます。または、いったんメッセージを選択して
キュー内での位置を（たとえば 4番めのメッセージとして）確立してから、「next message」
（次のメッセージ）を選択できます。

そのキューがトランザクション処理でグループ化できる場合は、上記の選択は少し違ったも
のになります。

■ 「first message」が要求されると、デキュー位置はキューの最初にリセットされます。

■ 「next message」が要求されると、位置は同一トランザクションの次のメッセージに設
定されます。

■ 「next transaction」（次のトランザクション）が要求されると、位置は次のトランザク
ションの最初のメッセージに設定されます。

次のいずれかの方法でデキューが完了するまで、グループ化トランザクションのプロパティ
は否定されることに注意してください。その方法とは、相関識別子を指定してデキューす
る、メッセージ識別子を指定してデキューする、あるいは任意のトランザクション・メッ
セージをデキューしてコミットする、のいずれかです。相関識別子の指定によるデキュー、
またはメッセージ識別子の指定によるデキューの追加情報は、「デキューの方法」の項を参
照してください。

「next message」または「next transaction」オプションを使用したプログラムがキューの中
をナビゲートしてキューの最後に到達し、待機時間を non-zeroと指定していた場合、ナビ
ゲート位置は自動的にそのキューの先頭に変更されます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine の次のシナリオでは、エンキューに関連してすでに説明したメッセージグ
ループ化の例を続けます（2-44ページの 「デキューの方法」を参照してください）。

get_orders() プロシージャは、OE_neworders_que から注文情報をデキューします。各
トランザクションがそれぞれの注文情報を参照し、各メッセージがその注文情報に含まれる
各書籍に対応していることを思い出してください。get_orders() プロシージャは、メッ
セージをループして書籍注文情報をデキューします。最初のデキューの前に、「first 
message」オプションでキューの先頭にリセットします。それから、「next message」ナビ
ゲーション・オプションで、注文情報（トランザクション）から次の書籍（メッセージ）を
取り出します。現行のグループまたはトランザクションのすべてのメッセージがフェッチさ
れたというエラー・メッセージが返されたら、ナビゲーション・オプションを「next 
transaction」に変更して次の注文情報の最初の書籍を取り出します。次に、再度「next 
message」オプションに戻して、同一トランザクションの次のメッセージをフェッチします。
こうして、すべての注文情報（トランザクション）がフェッチされるまで、繰り返します。
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT boladm/boladm; 
 
create or replace procedure get_new_orders as 
 
deq_cust_data            BOLADM.customer_typ; 
deq_book_data            BOLADM.book_typ; 
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ; 
deq_msgid                RAW(16); 
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t; 
mprop                    dbms_aq.message_properties_t; 
deq_order_data           BOLADM.order_typ; 
qname                    VARCHAR2(30); 
no_messages              exception;
end_of_group             exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
pragma exception_init    (end_of_group, -25235);
new_orders               BOOLEAN := TRUE; 
  
begin 
  
        dopt.wait := 1; 
        dopt.navigation := DBMS_AQ.FIRST_MESSAGE;  
        qname := ’OE.OE_neworders_que’; 
        WHILE (new_orders) LOOP 
          BEGIN 
            LOOP 
                BEGIN 
                    dbms_aq.dequeue( 
                        queue_name          => qname, 
                        dequeue_options     => dopt, 
                        message_properties  => mprop, 
                        payload             => deq_order_data, 
                        msgid               => deq_msgid); 
         
                    deq_item_data := deq_order_data.items(1); 
                    deq_book_data := deq_item_data.item; 
                    deq_cust_data := deq_order_data.customer; 
  
                    IF (deq_cust_data IS NOT NULL) THEN 
                      dbms_output.put_line(’ **** NEXT ORDER **** ’);  
                      dbms_output.put_line(’order_num: ’ ||  
                                deq_order_data.orderno); 
                      dbms_output.put_line(’ship_state: ’ ||  
                                deq_cust_data.state); 
                    END IF; 
                    dbms_output.put_line(’ ---- next book ---- ’);  
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                    dbms_output.put_line(’ book_title: ’ ||  
                                deq_book_data.title ||  
                                ’ quantity: ’ || deq_item_data.quantity); 
                EXCEPTION 
                    WHEN end_of_group THEN 
                      dbms_output.put_line (’*** END OF ORDER ***’); 
                      commit; 
                      dopt.navigation := DBMS_AQ.NEXT_TRANSACTION; 
                END; 
            END LOOP; 
          EXCEPTION 
            WHEN no_messages THEN 
                 dbms_output.put_line (’ ---- NO MORE NEW ORDERS ---- ’); 
                 new_orders := FALSE; 
          END; 
        END LOOP; 
  
end; 
/ 
 
CONNECT EXECUTE ON get_new_orders to OE; 
 
/*  Dequeue the orders: */
CONNECT OE/OE; 
EXECUTE BOLADM.get_new_orders; 
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デキデキデキデキュュュューのモーのモーのモーのモーーーードドドド 
デキュー要求によって、メッセージを見たり削除することができます（ 第 6章の「操作イン
タフェース : 基本操作」の 6-38ページの「メッセージをデキューする」を参照してくださ
い）。

■ メッセージを見るときは、「browse」（参照）モードまたは「locked」（ロック）モード
を使用します。

■ メッセージを削除するときは、「remove」（削除）モードまたは「remove with no data」
（データ削除を伴わない）モードを使用します。

メッセージは、参照後でも処理可能です。同様に、ロック後でも、トランザクションのコ
ミットやロールバックによってそのロックが解除されると、メッセージは処理可能です。ど
ちらかの削除モードで一度メッセージが削除されると、デキュー要求は使用できません。

REMOVE_NODATAモードでメッセージがデキューされた場合、メッセージのペイロードは取
り出されません。このモードは、ユーザーが先に BROWSEモードでデキューしてペイロード
を調べてあるときに有効です。このようにして、大きなペイロードのときには相当な量にな
る可能性があるペイロードの無駄な取出しを避けることができます。

キューに保存時間が指定されている場合、メッセージは削除された後でもキュー表に保存さ
れます。例外キューのメッセージは保存できません（詳細は、「例外処理」の項を参照して
ください）。一般に、データを伴わないメッセージの削除は、（あらかじめ参照またはロック
モードでデキューしていて）ペイロード内容がわかっていたり、メッセージが利用される見
込みがないときに使用されます。

メッセージを参照した後は、そのメッセージを再度デキューできる保証がないことに注意し
てください。これは、同時ユーザーのデキュー・コールによってそのメッセージが削除され
る可能性があるためです。一度見たメッセージが同時ユーザーによってデキューされないよ
うにするには、ロック・モードでメッセージを見る必要があります。

参照モードの使用に特に注意が必要な理由は他にもあります。待機時間が non-zeroに指定
されていて、ナビゲート位置がキューの最後に到達した場合、デキュー位置は自動的にその
キューの先頭に変更されます。したがって、参照モードで「next message」ナビゲーショ
ン・オプションと non-zero待機時間を指定してデキューを繰り返すと、何度も同一メッ
セージをデキューすることがあります。あるセッションで、任意のキューに対する最初のデ
キューに待機時間を non-zeroを指定した場合、それ以降のデキュー・コールには待機時間
zeroの「next message」ナビゲーション・オプションを使用することをお薦めします。デ
キュー・コールで「end of queue」エラー・メッセージが返された場合は、デキュー位置を
「first message」ナビゲーション・オプションを使用して明示的にキューの先頭に設定できま
す。このようにすると、そのキューのメッセージを再度参照できます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine の次のシナリオでは、海外からの注文情報（メキシコおよびカナダ向け）
が、通商政策と送料割引の理由で別々に処理されます。したがって、（他の同時ユーザーが
削除できないように）メッセージをロック・モードで確認し、顧客の国（メッセージ・ペイ
ロード）をチェックします。顧客の国がメキシコまたはカナダの場合、（ペイロードはすで
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にわかっているため）「remove with no data」モードでメッセージをキューから削除します。
これを実行しないと、そのメッセージのロックはコミット・コールによって解除されてしま
うためです。削除モードのデキュー・コールには、ロック・モードのデキュー・コールに
よって取得したメッセージ識別子を使用することに注意してください。shipping_
bookedorder_deq コールは、参照モードの使用方法を示します（このプロシージャについ
てはサンプル・コードを参照してください）。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT boladm/boladm; 
 
create or replace procedure get_northamerican_orders as 
  
deq_cust_data            BOLADM.customer_typ; 
deq_book_data            BOLADM.book_typ; 
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ; 
deq_msgid                RAW(16); 
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t; 
mprop                    dbms_aq.message_properties_t; 
deq_order_data           BOLADM.order_typ; 
deq_order_nodata         BOLADM.order_typ; 
qname                    VARCHAR2(30); 
no_messages              exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
new_orders               BOOLEAN := TRUE; 
  
begin 
  
        dopt.consumer_name := consumer; 
        dopt.wait := DBMS_AQ.NO_WAIT; 
        dopt.navigation := dbms_aq.FIRST_MESSAGE; 
        dopt.dequeue_mode := DBMS_AQ.LOCKED; 
  
        qname := ’OS.OS_bookedorders_que’; 
  
        WHILE (new_orders) LOOP 
          BEGIN 
            dbms_aq.dequeue( 
                queue_name => qname, 
                dequeue_options => dopt, 
                message_properties => mprop, 
                payload => deq_order_data, 
                msgid => deq_msgid); 
         
            deq_item_data := deq_order_data.items(1); 
            deq_book_data := deq_item_data.item; 
            deq_cust_data := deq_order_data.customer; 
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            IF (deq_cust_data.country = ’Canada’ OR  
                deq_cust_data.country = ’Mexico’ ) THEN 
  
                dopt.dequeue_mode := dbms_aq.REMOVE_NODATA; 
                dopt.msgid := deq_msgid; 
                dbms_aq.dequeue( 
                        queue_name => qname, 
                        dequeue_options => dopt, 
                        message_properties => mprop, 
                        payload => deq_order_nodata, 
                        msgid => deq_msgid); 
                commit; 
  
                dbms_output.put_line(’ **** next booked order **** ’);  
                dbms_output.put_line(’order_no: ’ || deq_order_data.orderno ||  
                        ’ book_title: ’ || deq_book_data.title ||  
                        ’ quantity: ’ || deq_item_data.quantity); 
                dbms_output.put_line(’ship_state: ’ || deq_cust_data.state || 
                        ’ ship_country: ’ || deq_cust_data.country || 
                        ’ ship_order_type: ’ || deq_order_data.ordertype); 
  
            END IF; 
  
            commit; 
            dopt.dequeue_mode := DBMS_AQ.LOCKED; 
            dopt.msgid := NULL; 
            dopt.navigation := dbms_aq.NEXT_MESSAGE; 
          EXCEPTION 
            WHEN no_messages THEN 
                 dbms_output.put_line (’ ---- NO MORE BOOKED ORDERS ---- ’); 
                 new_orders := FALSE; 
          END; 
        END LOOP; 
  
end; 
/ 
 
CONNECT EXECUTE on get_northamerican_orders to OS; 
 
CONNECT ES/ES; 
 
/*  Browse all booked orders for East_Shipping: */ 
EXECUTE BOLADM.shipping_bookedorder_deq(’East_Shipping’, DBMS_AQ.BROWSE); 
 
CONNECT OS/OS; 
 
/*  Dequeue all international North American orders for Overseas_Shipping: */ 
EXECUTE BOLADM.get_northamerican_orders; 
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メッメッメッメッセセセセージ到ージ到ージ到ージ到着着着着待機の待機の待機の待機の最最最最適化適化適化適化
AQの最も重要な機能の 1つは、新たにエンキューされるメッセージまたは ready状態にな
るメッセージを、1つまたは複数のキュー上で、アプリケーションを待機させられることで
す。DEQUEUE操作によって、あるキューへのメッセージ到着を待機することができ（6-38
ページの「メッセージをデキューする」を参照）、また、LISTEN 操作によって複数の
キューへのメッセージ到着を待機できます（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」の
6-18ページの 「1個（複数個）のキューをリスニングする」を参照）。

ブロック（待機）している DEQUEUEコールが戻るとき、メッセージ・プロパティとメッ
セージ・ペイロード（実際に通信される情報）が返されます。それに対して、ブロックして
いる LISTEN コールが戻るときは、メッセージが届いたキューの名前のみを明らかにしま
す。メッセージをデキューするためには、その後に続けて DEQUEUE操作をする必要があり
ます。

アプリケーションは、必要に応じて AQのメッセージ到着待機時間を示すタイムアウトを 0
（ゼロ）または任意の秒数に指定できます。デフォルトでは、そのキューにメッセージが到
着するまで、待機することになっています。この最適化は、2つの点で重要です。まず、ア
プリケーションからメッセージをポーリングし続けるという負担が取り除かれます。また、
アプリケーションは、新たなメッセージがエンキューされるか、DELAY時間が過ぎて
READY状態になるまでブロックし続けるため、CPUおよびネットワーク・リソースの節約
になります。リリース 8.1.5では、アプリケーションは例外キューのデキューをブロックし
て、EXPIREDメッセージを待機することもできます。

デキューによってブロックされたプロセスまたはスレッドは、新たなメッセージに DELAY
が指定されていない場合はエンキュー元が直接アクティブにし、DELAYまたは
EXPIRATION時間が経過した場合はキュー・モニター・プロセスがアクティブにします。ア
プリケーションは、エンキュー元がエンキューするキューに届くメッセージを待機する他
に、DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATIONによる伝播が予定されている場合にはリモー
ト・キューに届くメッセージも待機できます。この場合、AQのプロパゲータは、メッセー
ジの伝播後に、ブロックされたデキュー元をアクティブにします。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLineの例では、「デキューの方法」の項で説明した get_rushtitles プロシー
ジャがデキュー・コールの引数 dequeue_options の待機時間を 1秒に指定します。待機
時間は、次のサンプル・コードでも示すとおり、別の方法でも指定できます。

■ 待機時間に 10秒を指定すると、そのキューのメッセージが使用可能になるまで、デ
キュー・コールは 10秒のタイムアウト指定でブロックされます。つまり、10秒が過ぎ
てもそのキューにメッセージがない場合は、デキュー・コールはメッセージなしで戻り
ます。あらかじめ定義された定数をこの待機時間に割り当てることもできます。

■ 待機時間に DBMS_AQ.NO_WAITを指定すると、待機時間には 0秒が設定されます。この
場合、たとえそのキューにメッセージがなくても、デキュー・コールは即座に戻りま
す。
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■ 待機時間に DBMS_AQ.FOREVERを指定すると、そのキューのメッセージが使用可能にな
るまで、デキュー・コールはタイムアウト指定なしでブロックされます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* dopt is a variable of type dbms_aq.dequeue_options_t. 
   Set the dequeue wait time to 10 seconds: */
dopt.wait := 10; 
 
/* Set the dequeue wait time to 0 seconds: */
dopt.wait := DBMS_AQ.NO_WAIT; 
 
/* Set the dequeue wait time to infinite (forever): */ 
dopt.wait := DBMS_AQ.FOREVER; 
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遅延遅延遅延遅延間間間間隔をお隔をお隔をお隔をおいいいいて再試て再試て再試て再試行行行行するするするする 
AQは、メッセージをエンキューするエンキュー元に遅延間隔を指定させることで、メッ
セージの遅延配信をサポートします。すなわち、デキュー・コールによってメッセージを取
り出せるようになるまでの時間を指定できます（第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」
の 6-9ページの「メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]」を参
照してください）。エンキューされたメッセージに、デキュー元で使用可能というマークを
付ける時機が、遅延間隔によって決まります。またプロデューサは、メッセージが期限切れ
になる時刻も指定できます。期限切れになると、メッセージは例外キューに移されます。

あるメッセージが遅延時間指定付きでエンキューされると、そのメッセージには WAIT状態
というマークが付きます。WAIT状態のメッセージは、デフォルトのデキュー・コールから
は隠されます。    

バックグラウンドのタイム・マネージャ・デーモンは定期的にアクティブになり、WAIT状
態にあるすべてのメッセージの内部索引を走査し、遅延時間が過ぎたメッセージには READY
状態というマークを付けます。次に、タイム・マネージャは、メッセージが使用可能になっ
たキューで待機しているすべてのフォアグラウンド・プロセスに、そのことを通知します。  

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
注文にすぐに応じられない場合、注文情報はその地区の受注残キューに移されます。繰り返
して処理されないように、出荷できなかった注文情報はすべて遅延時間を 1日として受注残
（backorder ）キューにエンキューされます。出荷処理アプリケーションは、受注残キュー
から注文情報をデキューして、受注残を出荷しようとします。その注文が出荷できない場
合、遅延時間を 1日として同じ受注残キューに再エンキューされます。

次に示したプロシージャは、出荷できない注文情報を再度エンキューします。遅延時間を 1
日として受注残キューにエンキューする方法を示しています。これにより、注文が出荷でき
るようになるまで 1日に 1度しか backorder が処理されないように保証されます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/*  Create a package that enqueue with delay set to one day: /* 
CONNECT BOLADM/BOLADM 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE requeue_unfilled_order(sale_region varchar2,  
                                                   backorder order_typ) 
AS 
  back_order_queue_name    VARCHAR2(62); 
  enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t; 
  msgprop                  dbms_aq.message_properties_t; 
  enq_msgid                RAW(16); 
BEGIN 
  /* Choose a back order queue based the the region: */ 
  IF sale_region = 'WEST' THEN 
    back_order_queue_name := 'WS.WS_backorders_que';  
  ELSIF sale_region = 'EAST' THEN 
    back_order_queue_name := 'ES.ES_backorders_que';  
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  ELSE 
    back_order_queue_name := 'OS.OS_backorders_que';  
  END IF; 
 
  /* Enqueue the order with delay time set to 1 day: */ 
  msgprop.delay := 60*60*24; 
  dbms_aq.enqueue(back_order_queue_name, enqopt, msgprop,  
                  backorder, enq_msgid); 
END; 
/ 
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例外例外例外例外処処処処理理理理
AQは、EXCEPTION_QUEUES、EXPIRATION、MAX_RETRIESおよび RETRY_DELAYという
4つの統合化メカニズムによってアプリケーションの例外処理をサポートします。

exception_queue （例外キュー）は、期限切れまたは処理できないすべてのメッセージの
リポジトリになります。アプリケーションから例外キューには直接エンキューできません。
また、複数コンシューマの例外キューに、サブスクライバを関連付けることはできません。
しかし、期限切れまたは処理できないメッセージを処理するアプリケーションは、例外
キューからデキューできます。複数コンシューマ・キューのメッセージを引き受けるために
作成された例外キューは、それ自体が常に複数コンシューマ・キューです。他のキューと同
様に、例外キューも DBMS_AQADM.START_QUEUEプロシージャを使用してデキューできる
必要があります。例外キューをエンキュー可能に設定しようとすると、Oracleエラーになり
ます。

メッセージは期限切れになると例外キューに移されます。複数コンシューマ・キューのメッ
セージを受け入れる例外キューも、必ず複数コンシューマ・キューです。複数コンシュー
マ・キューから移された期限切れメッセージは、受信者を指定してデキューできません。た
だし、デキュー・オプションのコンシューマ名に NULLを指定することにより、REMOVE
（削除）モードで 1回のみデキューできます。したがって、デキューの観点からすると、複
数コンシューマの例外キューは単一コンシューマ・キューのように動作します。これは、そ
れぞれの期限切れメッセージは、NULLコンシューマ名を使用して 1回しかデキューできな
いためです。メッセージ IDを指定すると、例外キューからメッセージをデキューできます。
次のような場合は、期限切れメッセージはメッセージ IDを指定する方法でしかデキューで
きないことに注意してください、すなわち、複数コンシューマ例外キューを作成したキュー
表が、互換性のあるパラメータを使用せずに作成された場合、または「8.0」互換に設定され
たパラメータを使用して作成された場合です。

例外キューは、エンキューのときに指定できるメッセージ・プロパティです（第 6章の「操
作インタフェース : 基本操作」の 6-9ページの「メッセージをエンキューする [メッセージ・
プロパティを指定する ]」を参照してください）。PL/SQLでは、DBMS_AQ.MESSAGE_
PROPERTIES_Tレコードの exception_queue 属性を使用して、例外キューを指定できま
す。OCIでは、OCISetAttr プロシージャを使用して、OCIAQMsgProperties 記述子の
OCI_ATTR_EXCEPTION_QUEUE属性を設定します。

例外キューが指定されていないと、デフォルトの例外キューが使用されます。キューが
キュー表（たとえば QTAB）の中に作成されている場合、デフォルトの例外キューは AQ$_
QTAB_Eと呼ばれます。デフォルトの例外キューは、キュー表が作成されるときに自動的に
作成されます。メッセージは、次の条件が成立するときに AQによって例外キューに移され
ます。

■ そのメッセージが、指定された有効期限内にデキューされない。複数の受信者を指定し
たメッセージの場合、指定されていながら指定された有効期限までにそのメッセージを
デキューできない受信者が 1つでもあると、例外キューに移されます。デフォルトの有
効期限は DBMS_AQ.NEVER、すなわちそのメッセージは期限切れになりません。

■ そのメッセージは正常にデキューされているが、そのメッセージの処理中にエラーが発
生したために、デキューしたアプリケーションがトランザクションのロールバックを選
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択した。この場合、メッセージはキューに戻され、同一キューからのデキューを待機し
ている他のすべてのアプリケーションに使用可能になります。アプリケーションがトラ
ンザクション全体にわたって、またはデキュー以前のセーブポイントまでロールバック
したときは、デキュー処理がロールバックまたは取り消されたとみなされます。メッ
セージがデキューされてロールバックされることが再試行制限の指定を超えて繰り返さ
れると、そのメッセージは例外キューに移されます。

複数の受信者を指定したメッセージの場合、各メッセージが受信者ごとにそれぞれの再
試行回数を持っています。すべての受信者の再試行回数が再試行制限の指定を超えたと
きのみ、そのメッセージは例外キューに移されます。単一コンシューマ・キューと 8.1
互換の複数コンシューマ・キューの場合、デフォルトの再試行制限は 5回です。8.0互
換の複数コンシューマ・キューでは、再試行制限はサポートされていません。

■ クライアントによって実行された文に含まれているデキューは成功したが、文自体は後
で例外処理のために取り消された。これがどのような場合かを理解するために、DBMS_
AQ.DEQUEUEコールを含む PL/SQLプロシージャを考えてみます。デキュー・プロ
シージャが成功したにもかかわらず PL/SQLプロシージャが例外を呼び出した場合、
AQはデキュー・プロシージャから返されたメッセージの RETRY_COUNTを増分しま
す。

■ クライアント・プログラムはメッセージのデキューに成功したが、トランザクションを
コミットする前に終了した。

8.1互換の複数コンシューマ・キューを指定したメッセージは、いったん例外キューに移さ
れると、指定された受信者にはデキューできません。しかし、REMOVE（削除）または
BROWSE（参照）モードで、デキュー・オプションのコンシューマ名に NULLを指定するこ
とにより、1回のみデキューできます。メッセージ IDを指定してデキューすることもでき
ます。

単一コンシューマ・キューまたは 8.0互換の複数コンシューマ・キューを指定したメッセー
ジが例外キューに移された場合は、メッセージ IDを指定してデキューできます。

ユーザーはキューに RETRY_DELAYを関連付けることができます。このパラメータのデフォ
ルト値は 0で、RETRY_COUNTが増分されるとすぐにそのメッセージがデキューできるよう
になるという意味です。それ以外の値の場合、そのメッセージは RETRY_DELAY秒間は利用
できません。RETRY_DELAY秒が過ぎると、キュー・モニターがそのメッセージに READY
マークを付けます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine アプリケーションでは、各地区の業務規則によって、すぐに応じられない注
文情報は受注残キューに移されます。受注残アプリケーションは毎日 1回その注文情報を出
荷しようとします。5日以内に出荷できない場合、その注文情報は例外キューに移されて特
別に処理されます。ユーザーは AQの再試行および例外処理機能を使用して、この処理をイ
ンプリメントできます。    

次の例では、キューを作成するときに、どのようにして再試行回数の最大値と再試行の遅延
間隔を設定するかを示します。
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Example for creating a back order queue in Western Region which allows a 
   maximum of 5 retries and 1 day delay between each retry. */  
CONNECT BOLADM/BOLADM 
BEGIN 
  dbms_aqadm.create_queue ( 
        queue_name              => 'WS.WS_backorders_que', 
        queue_table             => 'WS.WS_orders_mqtab', 
        max_retries             => 5, 
        retry_delay             => 60*60*24); 
END; 
/ 
 
/* Create an exception queue for the back order queue for Western Region. */
CONNECT BOLADM/BOLADM 
BEGIN 
  dbms_aqadm.create_queue ( 
        queue_name              => 'WS.WS_backorders_excpt_que', 
        queue_table             => 'WS.WS_orders_mqtab', 
        queue_type              => DBMS_AQADM.EXCEPTION_QUEUE); 
end; 
/ 
 
/* Enqueue a message to WS_backorders_que and specify WS_backorders_excpt_que as the 
exception queue for the message: */ 
CONNECT BOLADM/BOLADM 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE enqueue_WS_unfilled_order(backorder order_typ) 
 AS 
   back_order_queue_name    varchar2(62); 
   enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t; 
   msgprop                  dbms_aq.message_properties_t; 
   enq_msgid                raw(16); 
 BEGIN 
     
   /* Set back order queue name for this message: */ 
   back_order_queue_name := 'WS.WS_backorders_que'; 
 
   /* Set exception queue name for this message: */ 
   msgprop.exception_queue := 'WS.WS_backorders_excpt_que'; 
 
   dbms_aq.enqueue(back_order_queue_name, enqopt, msgprop, 
                   backorder, enq_msgid); 
 END; 
 / 
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ルールールールールルルルベースベースベースベースののののサブスサブスサブスサブスククククリプシリプシリプシリプショョョョンンンン 
メッセージはそのメッセージ・プロパティや内容に基づいて、様々な受信者に届けられま
す。ユーザーは、与えられたキューに対して、特定の条件に合うメッセージ受信の関心を指
定するルールベースのサブスクリプションを定義します。

ルールは、評価の結果 TRUEまたは FALSEとなるブール式です。SQL問合せのWHERE句の
構文と同様、ルールはメッセージ・プロパティまたはメッセージ内容を示す属性によって表
現されます。このようなサブスクライバ・ルールが、着信メッセージに照らして評価され、
合致したルールを使用してメッセージ受信者が判断されます。この機能により、メッセージ
の内容に基づいたサブスクリプションおよびルーティングがサポートされます。    

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオおおおおよびよびよびよびココココードードードード 
BooksOnLine アプリケーションでは、内容に基づいたサブスクリプションおよびルーティ
ングを利用するパブリッシュ /サブスクライブ・パラダイムをインプリメントするために、
どのようにルールベースのサブスクリプションが使用されているかを説明します。受注処理
アプリケーションと各出荷処理アプリケーションの相互作用が、次のようにモデル化されて
います。

■ 西部向け出荷は、アメリカ合衆国の西部地区の注文を扱います。

■ 東部向け出荷は、アメリカ合衆国の東部地区の注文を扱います。

■ 海外向け出荷は、合衆国以外からの注文を扱います。

■ 東部向け出荷は、アメリカ合衆国全域の至急注文を扱います。

各出荷処理アプリケーションは、OEの入力済み注文情報キューにサブスクライブします。
次に示すルールベースのサブスクリプションは、受注処理アプリケーションから各出荷処理
アプリケーションに入力済み注文情報をルーティングするために、OEのユーザーによって
定義されます。

CONNECT OE/OE; 
 
西部向け出荷は、エージェント・アドレス（メッセージが配信される宛先キュー）として
WS入力済み注文情報キューを設定した「West_Shipping 」と呼ばれるエージェントを定
義します。このエージェントは OEの入力済み注文情報キューに、orderregion と
ordertype 属性を指定するルールを使用してサブスクライブします。

/*  Add a rule-based subscriber for West Shipping - 
    West Shipping handles Western region US orders, 
    Rush Western region orders are handled by East Shipping: */ 
DECLARE 
  subscriber     aq$_agent; 
BEGIN 
  subscriber := aq$_agent('West_Shipping', 'WS.WS_bookedorders_que', null); 
  dbms_aqadm.add_subscriber( 
                queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que', 
                subscriber => subscriber, 
AQのインプリメント ―サンプル・アプリケーション 2-63



DEQUEUE機能
                rule       => 'tab.user_data.orderregion =  
                     ''WESTERN'' AND tab.user_data.ordertype != ''RUSH'''); 
END; 
/ 
 
東部向け出荷は、エージェント・アドレス（メッセージが配信される宛先キュー）として
ES入力済み注文情報キューを設定した「East_Shipping 」と呼ばれるエージェントを定義
します。このエージェントは orderregion 、ordertype および customer.country 属
性に指定されたルールを使用して OEの入力済み注文情報キューを定義します。

/*  Add a rule-based subscriber for East Shipping - 
    East shipping handles all Eastern region orders, 
    East shipping also handles all US rush orders: */ 
DECLARE 
  subscriber     aq$_agent; 
BEGIN 
  subscriber := aq$_agent('East_Shipping', 'ES.ES_bookedorders_que', null); 
  dbms_aqadm.add_subscriber( 
        queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que', 
        subscriber => subscriber, 
        rule       => 'tab.user_data.orderregion = ''EASTERN'' OR  
                      (tab.user_data.ordertype = ''RUSH'' AND  
                       tab.user_data.customer.country = ''USA'') '); 
END; 
/ 
 
海外向け出荷は、エージェント・アドレス（メッセージが配信される宛先キュー）として
OS入力済み注文情報キューを設定した「Overseas_Shipping 」と呼ばれるエージェント
を定義します。このエージェントは、orderregion 属性に指定されたルールを使用して
OEの入力済み注文情報キューを定義します。

/*  Add a rule-based subscriber for Overseas Shipping 
    Intl Shipping handles all non-US orders: */ 
DECLARE 
  subscriber     aq$_agent; 
BEGIN 
  subscriber := aq$_agent('Overseas_Shipping', 'OS.OS_bookedorders_que', 
null); 
  dbms_aqadm.add_subscriber( 
        queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que', 
        subscriber => subscriber, 
        rule       => 'tab.user_data.orderregion = ''INTERNATIONAL'''); 
END; 
/
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Listen機能機能機能機能 
Oracle8i リリース 8.1.xでは、AQは 1つの listen コールで複数のキューのメッセージを
監視する機能を持っています。アプリケーションは、listen を使用して複数のサブスクリ
プションに対するメッセージを待機できます。また、ゲートウェイ・アプリケーションで
も、この機能を使用して複数のキューを監視できます。listen コールが成功して戻った場
合は、メッセージを取り出すためにデキューする必要があります（第 6章の「操作インタ
フェース : 基本操作」の 6-18ページの 「1個（複数個）のキューをリスニングする」を参照
してください）。

listen コールがない場合、一連のキューからデキューするアプリケーションは、それらの
キューにメッセージがあるかどうかを判断するために継続的にポーリングする必要がありま
す。あるいは、各キューに対するデキュー処理が互いに独立するようにアプリケーションを
設計することも考えられます。しかし、長期間そのキューに何もメッセージがない場合は、
これらのアプローチによって許容できないオーバーヘッドが引き起こされます。listen
コールはそのようなアプリケーションに適しています。

エージェント・リストの複数のエージェントに向けたメッセージがいくつかある場合、
listen はメッセージの宛先になっている最初のエージェントとともに戻ります。その意味
で、listen のキュー監視は「公正」ではありません。アプリケーション設計者はこの仕様
を認識してこのコールを使用する必要があります。あるエージェントが他のエージェントに
対してメッセージの「欠乏状態」を引き起こさないように、アプリケーションはエージェン
ト・リストのエージェント順序を変更できます。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine シナリオの顧客サービス・コンポーネントでは、異なるデータベースから顧
客サービス・キューに届いたメッセージには、その状態が示されます。顧客サービス・アプ
リケーションはそのキューを監視し、顧客の注文情報に関するメッセージがあるときはいつ
でも order_status_table の注文情報状態を更新します。アプリケーションは listen
コールを使用して様々なキューを監視します。それらのキューのどれかにメッセージがある
ときはいつでも、メッセージをデキューし、それに応じて注文情報状態を更新します。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CODE (in tkaqdocd.sql) 
 
/* Update the status of the order in the order status table: */ 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_status( 
                                new_status    IN VARCHAR2, 
                                order_msg     IN BOLADM.ORDER_TYP) 
IS 
 old_status    VARCHAR2(30); 
 dummy         NUMBER;
BEGIN 
 
  BEGIN   
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    /* Query old status from the table: */ 
    SELECT st.status INTO old_status FROM order_status_table st  
       WHERE st.customer_order.orderno = order_msg.orderno; 
 
  /* Status can be 'BOOKED_ORDER', 'SHIPPED_ORDER', 'BACK_ORDER' 
     and   'BILLED_ORDER': */ 
 
   IF new_status = 'SHIPPED_ORDER' THEN   
      IF old_status = 'BILLED_ORDER' THEN 
        return;             /* message about a previous state */
      END IF; 
   ELSIF new_status = 'BACK_ORDER' THEN 
      IF old_status = 'SHIPPED_ORDER' OR old_status = 'BILLED_ORDER' THEN 
        return;             /* message about a previous state */ 
      END IF; 
   END IF; 
 
   /* Update the order status:  */ 
     UPDATE order_status_table st 
        SET st.customer_order = order_msg, st.status = new_status; 
 
   COMMIT; 
 
  EXCEPTION 
  WHEN OTHERS  THEN     /* change to no data found */ 
    /* First update for the order: */ 
    INSERT INTO order_status_table(customer_order, status) 
    VALUES (order_msg, new_status); 
    COMMIT; 
 
  END; 
END; 
/ 
         
 
/* Dequeues message from 'QUEUE' for 'CONSUMER': */ 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DEQUEUE_MESSAGE( 
                         queue      IN   VARCHAR2, 
                         consumer   IN   VARCHAR2, 
                         message    OUT  BOLADM.order_typ) 
IS 
  
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t; 
mprop                    dbms_aq.message_properties_t; 
deq_msgid                RAW(16); 
BEGIN 
  dopt.dequeue_mode := dbms_aq.REMOVE; 
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  dopt.navigation := dbms_aq.FIRST_MESSAGE; 
  dopt.consumer_name := consumer; 
 
  dbms_aq.dequeue( 
                queue_name => queue, 
                dequeue_options => dopt, 
                message_properties => mprop, 
                payload => message,
                msgid => deq_msgid); 
  commit; 
END; 
/ 
 
/* Monitor the queues in the customer service databse for 'time' seconds: */ 
 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MONITOR_STATUS_QUEUE(time  IN  NUMBER)  
IS 
  agent_w_message   aq$_agent; 
  agent_list        dbms_aq.agent_list_t; 
  wait_time         INTEGER := 120; 
  no_message        EXCEPTION; 
  pragma EXCEPTION_INIT(no_message, -25254); 
  order_msg         boladm.order_typ;  
  new_status        VARCHAR2(30); 
  monitor           BOOLEAN := TRUE; 
  begin_time        NUMBER; 
  end_time          NUMBER; 
BEGIN 
 
 begin_time :=  dbms_utility.get_time;     
 WHILE (monitor) 
 LOOP 
 BEGIN 
 
  /* Construct the waiters list: */ 
  agent_list(1) := aq$_agent('BILLED_ORDER', 'CS_billedorders_que', NULL); 
  agent_list(1) := aq$_agent('SHIPPED_ORDER', 'CS_shippedorders_que', 
NULL); 
  agent_list(2) := aq$_agent('BACK_ORDER', 'CS_backorders_que', NULL); 
  agent_list(3) := aq$_agent('Booked_ORDER', 'CS_bookedorders_que', NULL); 
 
   /* Wait for order status messages: */ 
   dbms_aq.listen(agent_list, wait_time, agent_w_message); 
    
    dbms_output.put_line('Agent' || agent_w_message.name || ' Address '||
agent_w_message.address); 
   /* Dequeue the message from the queue: */ 
   dequeue_message(agent_w_message.address, agent_w_message.name, order_msg); 
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   /* Update the status of the order depending on the type of the message,  
    * the name of the agent contains the new state: */ 
   update_status(agent_w_message.name, order_msg); 
 
  /* Exit if we have been working long enough: */ 
   end_time := dbms_utility.get_time; 
   IF  (end_time - begin_time > time)   THEN 
     EXIT; 
   END IF; 
 
  EXCEPTION 
  WHEN  no_message  THEN 
    dbms_output.put_line('No messages in the past 2 minutes'); 
       end_time := dbms_utility.get_time; 
    /* Exit if we have done enough work: */ 
    IF  (end_time - begin_time > time)   THEN 
      EXIT; 
    END IF; 
  END; 
  
  END LOOP; 
END; 
/ 
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伝伝伝伝播機播機播機播機能能能能 
■ 伝播 

■ 伝播スケジュール 

■ LOB属性を伴うメッセージの伝播 

■ 拡張伝播スケジュール機能 

■ 伝播中の例外処理
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伝播伝播伝播伝播 
この機能により、同じデータベースまたは同じキューに接続しなくてもアプリケーションど
うしが互いに通信できます。メッセージは、ローカルまたはリモートに関係なく、ある
Oracle AQから別の Oracle AQに伝播できます。伝播はスナップショット（job_queue ）
バックグラウンド・プロセスによって実行されます。リモート・キューへの伝播は、データ
ベース・リンクおよび Net 8を使用して行われます。

伝播機能は次のように使用されます。まず、あるキューに、そのキューからメッセージが伝
播される相手先のサブスクライバが 1つまたは複数定義されます（2-28ページの「サブスク
リプションおよび受信者リスト」を参照してください )。次に、そのキューからメッセージ
を伝播する宛先ごとに、スケジュールが定義されます。エンキューされたメッセージは伝播
されて、自動的に宛先キューでデキューできるようになります。

伝播を使用するためには、複数の job_queue バックグラウンド・プロセスを実行中にする
必要があります。その他に、伝播しない関連ジョブを扱うために必要な数の job_queue
バックグラウンド・プロセスがあります。また、リモート伝播を実行する場合は、そのスケ
ジュールのために指定されたデータベース・リンクが有効で、宛先キューにエンキューする
ための適切な権限を持っていることを確認する必要があります。伝播スケジュールを管理す
るための運用管理コマンドに関する詳細は、「非同期通知」を参照してください。

伝播には、障害に対処するためのメカニズムもあります。たとえば、指定されたデータベー
ス・リンクが無効な場合、リモート・データベースが使用不可な場合、またはリモート・
キューにエンキューできない場合には、適切なエラー・メッセージが返されます。

最後に、伝播されたメッセージおよびそのスケジュールに関する詳細な統計情報を取得する
機能があります。この情報は、最高のパフォーマンスが得られるように適切にスケジュール
調整するために利用できます。伝播の障害対処およびエラー・レポート機能と伝播統計情報
については、「拡張伝播スケジュール機能」で説明します。
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伝播伝播伝播伝播ススススケジュケジュケジュケジューーーールルルル 
伝播スケジュールは、1組のソース（伝播元のキュー）および宛先キューに対して定義され
ます。あるキューに複数のメッセージがあり、いくつかのキューに伝播されることになって
いる場合、宛先キューごとにスケジュールを定義する必要があります。スケジュールは時間
の枠を示し、メッセージはその枠内にソース・キューから伝播されます。この時間枠は、
ネットワーク通信量、ソース・データベースの負荷、接続先データベースの負荷などの多く
の要因によって左右されます。したがって、スケジュールはその特定のソースおよび宛先に
合わせて作る必要があります。スケジュールが作成されると、ジョブは自動的に job_
queue に発行され、伝播が処理されます。

伝播スケジューリングのための運用管理コールによって、スケジュール管理に大きな柔軟性
が得られます（第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」の 「キューからの伝播をスケ
ジュールする」を参照してください）。あるスケジュールの永続時間または伝播枠パラメー
タによって、伝播が開始される時間枠が指定されます。永続時間が指定されない場合、時間
枠は無制限の単一枠になります。枠を定期的に繰り返す必要がある場合、連続する枠の間の
周期的間隔を定義する next_time 関数を使用して有限の永続時間を指定します。

スケジュールの待ち時間パラメータが関係するのは、あるキューに伝播する必要があるメッ
セージが 1つもないときのみです。このパラメータは、キューを再チェックする時間間隔を
指定します。待ち時間パラメータが適用された場合、job_queue_processes 用の job_
queue_interval パラメータは latency パラメータより小さくなければいけない点に注意
してください。

あるキューに定義された伝播スケジュールは、そのキューの有効期間中いつでも変更したり
削除することができます。さらに、（スケジュールを削除するかわりに）一時的に使用禁止
にするコール、および使用禁止のスケジュールを使用可能にするコールがあります。メッ
セージがスケジュール内で伝播されているとき、そのスケジュールはアクティブです。運用
管理コールはすべて、スケジュールがアクティブかどうかに関係なく実行されます。アク
ティブなスケジュールの場合、そのコールが実行されるまでに数秒かかります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine の例では、OE_bookedorders_que にあるメッセージが別の出荷サイトに
伝播されます。スケジュールを指定し管理するために利用できる様々な運用管理コールを、
次のサンプル・コードで示します。また、ソース・キューにメッセージをエンキューした
り、宛先サイトでメッセージをデキューしたりするためのコールも示します。カタログ・
ビュー USER_QUEUE_SCHEDULESによって、任意のスケジュールに関連するすべての情報
が得られます（第 5章の「管理インタフェース : ビュー」の「ユーザー・スキーマの伝播ス
ケジュールを選択する」を参照してください）。
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT OE/OE; 
 
/* Schedule Propagation from bookedorders_que to shipping: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.schedule_propagation( ¥
   queue_name      => ’OE.OE_bookedorders_que’); 
 
/* Check if a schedule has been created: */ 
SELECT * FROM user_queue_schedules; 
 
/* Enqueue some orders into OE_bookedorders_que: */ 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My First   Book’, 1, 1001, ’CA’, ’USA’, ¥
   ’WESTERN’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Second  Book’, 2, 1002, ’NY’, ’USA’, ¥
   ’EASTERN’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Third   Book’, 3, 1003, ’’,   ’Canada’, ¥
   ’INTERNATIONAL’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Fourth  Book’, 4, 1004, ’NV’, ’USA’, ¥
   ’WESTERN’, ’RUSH’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Fifth   Book’, 5, 1005, ’MA’, ’USA’, ¥
   ’EASTERN’, ’RUSH’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Sixth   Book’, 6, 1006, ’’  , ’UK’, ¥ 
   ’INTERNATIONAL’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Seventh Book’, 7, 1007, ’’,   ’Canada’, ¥
   ’INTERNATIONAL’, ’RUSH’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Eighth  Book’, 8, 1008, ’’,   ’Mexico’, ¥
   ’INTERNATIONAL’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Ninth   Book’, 9, 1009, ’CA’, ’USA’, ¥
   ’WESTERN’, ’RUSH’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Tenth   Book’, 8, 1010, ’’  , ’UK’, ¥
   ’INTERNATIONAL’, ’NORMAL’); 
EXECUTE BOLADM.order_enq(’My Last    Book’, 7, 1011, ’’  , ’Mexico’, ¥
   ’INTERNATIONAL’, ’NORMAL’); 
 
/* Wait for propagation to happen: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(100); 
 
/* Connect to shipping sites and check propagated messages: */
CONNECT WS/WS; 
set serveroutput on; 
 
/*  Dequeue all booked orders for West_Shipping: */
EXECUTE BOLADM.shipping_bookedorder_deq(’West_Shipping’, DBMS_AQ.REMOVE); 
 
CONNECT ES/ES; 
SET SERVEROUTPUT ON; 
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/* Dequeue all remaining booked orders (normal order) for East_Shipping: */  
EXECUTE BOLADM.shipping_bookedorder_deq(’East_Shipping’, DBMS_AQ.REMOVE); 
 
CONNECT OS/OS; 
SET SERVEROUTPUT ON; 
 
/* Dequeue all international North American orders for Overseas_Shipping: */ 
EXECUTE BOLADM.get_northamerican_orders(’Overseas_Shipping’); 
 
/* Dequeue rest of the booked orders for Overseas_Shipping: */ 
EXECUTE BOLADM.shipping_bookedorder_deq(’Overseas_Shipping’, DBMS_AQ.REMOVE); 
 
/* Disable propagation schedule for booked orders 
EXECUTE dbms_aqadm.disable_propagation_schedule(   ¥
   queue_name   => ’OE_bookedorders_que’); 
 
/* Wait for some time for call to be effected: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(30); 
 
/*  Check if the schedule has been disabled: */ 
SELECT schedule_disabled FROM user_queue_schedules; 
 
/* Alter propagation schedule for booked orders to execute every  
   15 mins (900 seconds) for a window duration of 300 seconds: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.alter_propagation_schedule( ¥
   queue_name     => ’OE_bookedorders_que’, ¥
   duration       => 300, ¥
   next_time      => ’SYSDATE + 900/86400’,¥
   latency        => 25); 
 
/* Wait for some time for call to be effected: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(30); 
 
/*  Check if the schedule parameters have changed: */ 
SELECT next_time, latency, propagation_window FROM user_queue_schedules; 
 
/* Enable propagation schedule for booked orders: 
EXECUTE dbms_aqadm.enable_propagation_schedule( ¥
   queue_name     => ’OE_bookedorders_que’); 
 
/* Wait for some time for call to be effected: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(30); 
 
/* Check if the schedule has been enabled: */ 
SELECT schedule_disabled FROM user_queue_schedules; 
 
/* Unschedule propagation for booked orders: */ 
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EXECUTE dbms_aqadm.unschedule_propagation(   ¥
   queue_name      => ’OE.OE_bookedorders_que’); 
 
/* Wait for some time for call to be effected: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(30); 
 
/*  Check if the schedule has been dropped 
SELECT *  FROM user_queue_schedules; 
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LOB属属属属性性性性を伴うを伴うを伴うを伴うメメメメッセーッセーッセーッセージジジジの伝播の伝播の伝播の伝播
AQを使用したラージ・オブジェクトの伝播には、2通りの方法があります。

■ RAWキューからの伝播。RAWキューでは、メッセージ・ペイロードはバイナリ・ラー
ジ・オブジェクト（BLOB）として保存されます。これによって、PL/SQLインタ
フェースを使用したときには 32KBまでのデータを保存でき、OCIを使用したときに
は、クライアントがその同じ容量のデータを連続して割り当てることができます。この
方法は、8.0.4以降のリリースでサポートされています。

■ LOB属性を伴うオブジェクト・キューからの伝播。ユーザーは、Oracleの LOB操作ルー
チンを使用して、LOBを移入することも LOBから読み込むこともできます。LOB属性
は、BLOBまたは CLOBです。属性が CLOBの場合、AQはソース・キューと宛先キュー
の間で必要なあらゆるキャラクタ・セット変換を自動的に実行します。この方法は、
8.1.5以降のリリースでサポートされています。

AQでは、ペイロードに BFILEまたは REF属性があるオブジェクト・キューからの伝播は
サポートされていないことに注意してください。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLineアプリケーションでは、書籍注文とともに販売促進用の割引券を送ることがあ
ります。割引券を送るかどうかは、注文内容およびその他の顧客情報により決まります。そ
の割引券のイメージは、いくつかのマルチメディア・データベースで生成され、LOBとして
保存されます。

注文情報が出荷倉庫に送られるときに、割引券も倉庫に送られます。以下に示したコードで
は、LOB型の割引券属性を含むように order_typ が拡張されています。このコードは、注
文が発生したときに OE_bookedorders_que にエンキューされるメッセージに LOB内容を
挿入する方法を示しています。メッセージ・ペイロードは、最初に空の LOBによって組み立
てられます。プレース・ホルダ（LOBロケータ）情報はキュー表から取得され、DBMS_
LOB.WRITE()などの LOB操作ルーチンと組み合せて LOB内容を充填するために使用されま
す。さらに、ペイロードの一部に LOBがあるメッセージのエンキューおよびデキューに関
する例も示します。

COMMITは、LOB内容が適切なイメージ・データによって充填されてから発行されます。伝
播は、LOB内容をそれ以外のメッセージ内容とともに自動的に移動させる処理をします。次
のコードには、宛先キューで伝播されたメッセージの LOB内容を読み込むデキューについ
ても示します。LOB内容は、バッファに読み込まれ、そこから割引券を印刷するためにプリ
ンタに送られることもあります。

LOB のののの詳詳詳詳細細細細情情情情報報報報はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド  ラージ・オブジェクト』
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
/* Enhance the type order_typ to contain coupon field (lob field): */ 
CREATE OR REPLACE TYPE order_typ AS OBJECT ( 
        orderno         NUMBER, 
        status          VARCHAR2(30), 
        ordertype       VARCHAR2(30), 
        orderregion     VARCHAR2(30), 
        customer        customer_typ, 
        paymentmethod   VARCHAR2(30), 
        items           orderitemlist_vartyp, 
        total           NUMBER, 
        coupon          BLOB);    
/ 
 
/* lob_loc is a variable of type BLOB, 
   buffer is a variable of type RAW, 
   length is a variable of type NUMBER. */ 
 
/* Complete the order data and perform the enqueue using the order_enq() 
   procedure: */
 dbms_aq.enqueue('OE.OE_bookedorders_que', enqopt, msgprop,
                OE_enq_order_data, enq_msgid); 
 
/* Get the lob locator in the queue table after enqueue: */ 
SELECT t.user_data.coupon INTO lob_loc 
FROM   OE.OE_orders_pr_mqtab t 
WHERE  t.msgid = enq_msgid; 
 
/* Generate a sample LOB of 100 bytes: */ 
buffer := hextoraw(rpad('FF',100,'FF')); 
 
/* Fill in the lob using LOB routines in the dbms_lob package: */
dbms_lob.write(lob_loc, 90, 1, buffer); 
 
/* Issue a commit only after filling in lob contents: */ 
COMMIT; 
 
/* Sleep until propagation is complete: */ 
 
/* Perform dequeue at the Western Shipping warehouse: */ 
dbms_aq.dequeue( 
        queue_name         => qname, 
        dequeue_options    => dopt, 
        message_properties => mprop, 
        payload            => deq_order_data, 
        msgid              => deq_msgid); 
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/* Get the LOB locator after dequeue: */ 
lob_loc := deq_order_data.coupon; 
 
/* Get the length of the LOB: */ 
length := dbms_lob.getlength(lob_loc); 
 
/* Read the LOB contents into the buffer: */ 
dbms_lob.read(lob_loc, length, 1, buffer); 
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拡張拡張拡張拡張伝伝伝伝播スケ播スケ播スケ播スケジジジジュールュールュールュール機機機機能能能能
スケジュールに関する詳細情報は、伝播のために定義されたカタログ・ビューから取得でき
ます。アクティブ・スケジュールに関する情報、たとえば、そのスケジュールを処理する
バックグラウンド・プロセス名、伝播を処理するセッションの SID（セッションのシリアル
番号）、スケジュールを処理する Oracleインスタンス（OPSが使用されているときは関連が
あります）などの情報は、そのカタログ・ビューから取得できます。同じカタログ・ビュー
によって、先行して正常に実行されたスケジュール（最後に正常に伝播されたメッセージ）
と次に実行されるスケジュールに関する情報も得られます。

各スケジュールには伝播の詳細情報が保持されます。これには、スケジュールの中で伝播さ
れたメッセージの合計数とバイトの合計数、伝播枠の中で伝播されたメッセージの最大数と
平均数、伝播されたメッセージの平均サイズと平均時間が含まれます。このような詳細情報
は、キュー管理者が最も効果的なスケジュール調整のために役立てられるように設計されて
います。

伝播機能には、障害対処とエラー・リポートが組み込まれています。たとえば、指定された
データベース・リンクが無効な場合、リモート・データベースが使用できない場合、または
リモート・キューにエンキューできない場合、適切なエラー・メッセージが返されます。伝
播は指数バックオフ・スキームを使用して、障害が発生したスケジュールからの伝播を再試
行します。あるスケジュールが続けて障害を発生したときは、最初の再試行は 30秒後、次
の再試行は 60秒後、3回めの再試行は 120秒後、というように続きます。再試行時間が現行
の伝播枠の期限切れ時刻を超える場合は、次の再試行は、次の伝播枠の開始時刻に行われま
す。最大 16回の再試行が行われた後、そのスケジュールは自動的に使用禁止になります。
障害のためにスケジュールが自動的に使用禁止になると、関連情報がアラート・ログに書き
込まれます。どの場合でも、スケジュールに障害が発生しているか、発生している場合は継
続的な障害がいくつあるかということが、障害の原因および直前の障害の発生時刻を示すエ
ラー・メッセージによってチェックできます。この情報を調べることで、キュー管理者は障
害を回復し、スケジュールを使用可能にできます。再試行の間に伝播が成功したときは、障
害の数は 0にリセットされます。

伝播機能には OPSサポートが組み込まれていますが、ユーザーおよびキュー管理者には完
全に透過的です。伝播を処理するジョブは、キューが常駐しているキュー表の所有者と同じ
インスタンスに送られます。あるインスタンスに障害があってキューを保存しているキュー
表が他のインスタンスに移される場合は、伝播ジョブも必ず自動的に新しいインスタンスに
移されます。これによって、インスタンス間の「ping」操作は最小限に抑えられ、よりよい
パフォーマンスが得られます。伝播は、同時スケジュールをいくつでも処理できるように設
計されています。job_queue_processの数は、最大 36に制限され、その中のいくつかは伝播
以外の関連ジョブを処理するために使用されることに注意してください。このように、伝播
にはマルチタスキングと負荷平衡のサポートが組み込まれています。伝播アルゴリズムは、
複数スケジュールが単一スナップショット（job_queue）プロセスによって処理できるよう
に設計されています。job_queueプロセスに対する伝播の負荷は、異なるソース・キューか
らのメッセージ到着割合に基づいてスキューされます。あるプロセスが数個の過密スケ
ジュールによって過負荷になっている一方で、別のプロセスは受動的なスケジュールが多い
ために余力があるというとき、伝播はプロセス間で負荷が均等になるようにスケジュールを
自動的に再分配します。
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ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLine の例では、OE_bookedorders_que は、そこに含まれるメッセージが別の
出荷サイトに伝播されるため、ビジー・キューになります。エラー・チェックおよびスケ
ジュール監視のための拡張伝播スケジューリングをサポートしているコールを、次のサンプ
ル・コードで示します。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コーコーコーコードドドド 
CONNECT OE/OE; 
 
/*  get averages 
select avg_time, avg_number, avg_size from user_queue_schedules; 
 
/*  get totals 
select total_time, total_number, total_bytes from user_queue_schedules; 
 
/*  get maximums for a window 
select max_number, max_bytes from user_queue_schedules; 
 
/*  get current status information of schedule 
select process_name, session_id, instance, schedule_disabled  
   from user_queue_schedules; 
 
/*  get information about last and next execution 
select last_run_date, last_run_time, next_run_date, next_run_time 
   from user_queue_schedules; 
 
/*  get last error information if any 
select failures, last_error_msg, last_error_date, last_error_time  
   from user_queue_schedules; 
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伝播伝播伝播伝播中中中中の例外の例外の例外の例外処処処処理理理理
ネットワーク障害のようなシステム・エラーが発生した場合、AQは指数バックオフ・アル
ゴリズムを使用してメッセージを伝播する試みを継続します。状況がアプリケーション・エ
ラーを示しているとき、メッセージの伝播でエラーが発生した場合は、AQはそのメッセー
ジに UNDELIVERABLEというマークを付けます。

このようなエラーは、リモート・キューが存在しないときやソース・キューとリモート・
キューの型が合わないときに見られます。このような状況では、ユーザーは DBA_
SCHEDULESビューを問い合せて、特定の宛先向けの伝播中に発生した最新のエラーを調べ
ます。$ORACLE_HOME/logディレクトリのトレース・ファイルには、そのエラーに関する
追加情報があります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・シナシナシナシナリリリリオオオオ
BooksOnLineの例では、西部向け出荷の ES_bookedorders_que が stop_queue() コー
ルを使用して故意に中止されます。少し時間が経つと、OE_bookedorders_que の伝播ス
ケジュールには、リモート・キュー ES_bookedorders_que にはエンキューできないとい
うエラーが表示されます。start_queue() コールを使用して ES_bookedorders_que を
開始すると、そのキューへの伝播が再開され、OE_bookedorders_que のスケジュールに
関連したエラー・メッセージはなくなります。

ササササンンンンプルプルプルプル・・・・コードコードコードコード
/*  Intentionally stop the eastern shipping queue : */
connect BOLADM/BOLADM 
EXECUTE dbms_aqadm.stop_queue(queue_name => 'ES.ES_bookedorders_que');   
 
/* Wait for some time before error shows up in dba_queue_schedules: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(100); 

/* This query will return an ORA-25207 enqueue failed error: */ 
SELECT qname, last_error_msg from dba_queue_schedules; 
 
/* Start the eastern shipping queue: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'ES.ES_bookedorders_que');  
 
/* Wait for Propagation to resume for eastern shipping queue: */ 
EXECUTE dbms_lock.sleep(100); 
 
/* This query will indicate that there are no errors with propagation: */
SELECT qname, last_error_msg from dba_queue_schedules; 
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Oracle AQ のののの管理管理管理管理

この章では、ユーザーの操作が必要な要素、およびアプリケーション環境を準備するときに
考慮すべき問題点を解説します。

■ INIT.ORAパラメータ

■ 共通データ構造

■ 管理インタフェースの列挙定数

■ 操作インタフェースの列挙定数

■ セキュリティ

■ パフォーマンス

■ 拡張性

■ キュー表の移行

■ キュー・データをエクスポートおよびインポートする

■ 伝播の問題点

■ Enterprise Managerサポート

■ AQを伴う XAの使用

■ AQ操作を準備するための DBAのアクション例
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INIT.ORAパラメータ
INIT.ORA パパパパララララメーメーメーメータタタタ

AQ_TM_PROCESSES
キュー・メッセージに対して時間監視を行う場合は、init.ora パラメータ・ファイルに
aq_tm_processes パラメータを指定します。このパラメータの値は、キュー・モニター・
プロセスの必要数によって 0～ 10の範囲で設定します。それ以外の数値を設定すると、エ
ラーになります。このパラメータを 1にすると、メッセージを監視するためのバックグラウ
ンド・プロセスとして、キュー・モニター・プロセスが 1つ作成されます。このパラメータ
が未指定の場合、または 0にした場合、キュー・モニター・プロセスは作成されません。

aq_tm_processes パラメータは動的なため、ユーザーはインスタンスの実行中でも
キュー・モニターの数を変更できます。変更は、次のような構文で行います。

ALTER SYSTEM SET aq_tm_processes=<integer>;
   

パラメータ名 : aq_tm_processes

パラメータ型 : INTEGER

パラメータ・クラス : Dynamic

設定可能値 : 0 ～ 10

構文 : aq_tm_processes = <0 to 10>

プロセス名 : ora_qmn<n>_<oracle sid>

例 : aq_tm_processes = 1
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JOB_QUEUE_PROCESSES 
伝播は、ジョブ・キュー（SNP）プロセスにより処理されます。あるインスタンスで開始さ
れるジョブ・キュー・プロセスの数は、init.ora パラメータの JOB_QUEUE_PROCESSES
で制御されます。このパラメータのデフォルト値は 0です。メッセージを伝播するには、こ
のパラメータを最小でも 1にする必要があります。次のような場合、DBAはこのパラメー
タをより高い値にできます。つまり、伝播の必要なメッセージを持っているキューが多数あ
る場合、伝播するメッセージの宛先が多数ある場合、またはジョブ・キューに他のジョブが
ある場合です。

注注注注意意意意 : リリース 8.1.5では、伝播スケジュールの設定のために少なくと
も 2つのジョブ・キュー・プロセスが必要です。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : JOB_QUEUE_PROCESSESの詳細は、『Oracle8 Serverリファ
レンス・マニュアル』を参照してください。
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共通データ構造
共共共共通デ通デ通デ通デーーーータ構タ構タ構タ構造造造造
これらのデータ構造は、次の操作インタフェースおよび管理インタフェースで使用されま
す。

■ 第 4章の「管理インタフェース : 基本操作」

■ 第 6章の「操作インタフェース : 基本操作」

オブオブオブオブジジジジェクトェクトェクトェクト名名名名

用用用用途途途途 :
データベース・オブジェクトを命名します。この命名規則は、キュー、キュー表およびオブ
ジェクト型に適用されます。

構構構構文文文文 :
object_name := VARCHAR2
object_name := [<schema_name>.]<name>

使使使使用用用用方方方方法法法法 :
オブジェクトの名前は、オプションのスキーマ名および名前で指定します。スキーマ名を指
定しない場合は、現行のスキーマが想定されます。名前は、予約文字に関する『Oracle8i 
SQL リファレンス』のオブジェクト名規則に従う必要があります。スキーマ名、エージェン
ト名およびオブジェクト型名は、それぞれ最大 30バイトです。ただし、キュー名および
キュー表名は最大 24バイトです。

型名型名型名型名

用用用用途途途途 :
キューの型を定義します。

構構構構文文文文 :
type_name := VARCHAR2
type_name := <object_type> | "RAW"
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使使使使用用用用方方方方法法法法 :

エーエーエーエージジジジェントェントェントェント

用用用用途途途途 :
メッセージのプロデューサまたはコンシューマを識別します。

構構構構文文文文 :
TYPE aq$_agent IS OBJECT (
   name            VARCHAR2(30),
   address         VARCHAR2(1024),
   protocol        NUMBER)

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 3-1  型型型型名名名名

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

<object_types> オブジェクト型作成の詳細は、サーバー概念のマニュアルを参照してください。オブ
ジェクト型の属性数は最大で 900です。

"RAW" RAW型のペイロードを格納するために、AQ ではペイロード・リポジトリとして LOB
列を持つキュー表を作成します。ペイロードのデータ・サイズは、最大で 32KBです。
LOB列は RAWペイロードの格納に利用されるため、AQ 管理者は、キュー表の作成時に
storage_clause パラメータに LOB記憶域文字列を記述することで、LOB表領域を選
択し、LOB記憶域を構成できます。

表表表表 3-2  エエエエーーーージジジジェェェェントントントント

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

name

(VARCHAR2(30))

プロデューサまたはコンシューマの名前。名前は、予約文字に関する『Oracle8i SQL リ
ファレンス 』のオブジェクト名規則に従う必要があります。スキーマ名、エージェント
名およびオブジェクト型名は、それぞれ最大 30バイトです。

address

(VARCHAR2(1024))

受信者のプロトコル固有のアドレス。プロトコルが 0（デフォルト）の場合、アドレス
の形式は [schema.]queue[@dblink]です。

protocol

(NUMBER)

アドレスを解釈してメッセージを伝播するプロトコル。デフォルト値は 0です。
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共通データ構造
使使使使用用用用上の上の上の上の注意注意注意注意
複数コンシューマ・キューにサブスクライバとして追加されたコンシューマはすべて、
AQ$_AGENTパラメータに一意の値を持つ必要があります。つまり、2つのサブスクライバ
が AQ$_AGENT型の NAME、ADDRESSおよび PROTOCOL属性に同じ値を持つことはできませ
ん。この 3つの属性のうち少なくとも 1つは、異なる値にする必要があります。

AQ 受受受受信信信信者リス者リス者リス者リストトトト型型型型 

用用用用途途途途 :
メッセージを受信するエージェントのリストを識別します。

構構構構文文文文 :
TYPE aq$_recipient_list_t IS TABLE OF aq$_agent  
           INDEX BY BINARY_INTEGER; 

AQ エエエエーーーージェンジェンジェンジェントトトト・リス・リス・リス・リストトトト型型型型 

用用用用途途途途 :
DBMS_AQ.LISTENによってリスニングするエージェントのリストを識別します。

構構構構文文文文 :
TYPE aq$_agent_list_t IS TABLE OF aq$_agent 
           INDEX BY BINARY INTEGER; 

AQ ササササブブブブスクラスクラスクラスクライイイイバ・リバ・リバ・リバ・リススススト型ト型ト型ト型 

用用用用途途途途 :
このキューにサブスクライブするサブスクライバのリストを識別します。

構構構構文文文文 :
TYPE aq$_subscriber_list_t IS TABLE OF aq$_agent  
          INDEX BY BINARY INTEGER; 
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管理インタフェースの列挙定数
管管管管理イ理イ理イ理インンンンタフタフタフタフェェェェースースースースのののの列挙列挙列挙列挙定定定定数数数数
INFINITE 、TRANSACTIONAL、NORMAL_QUEUEなどの列挙定数を使用する場合、記号はそ
れを定義するパッケージの有効範囲とともに指定する必要があります。管理インタフェース
に対応付けられる型にはすべて、前に dbms_aqadmを付ける必要があります。たとえば、
次のとおりです。

DBMS_AQADM.NORMAL_QUEUE

表表表表 3-3  管管管管理理理理イイイインンンンタフタフタフタフェェェェーーーーススススの列の列の列の列挙挙挙挙型型型型

パパパパララララメーメーメーメータタタタ オオオオププププショショショションンンン 

retention 0、1、2、...INFINITE

message_grouping TRANSACTIONAL、NONE

queue_type NORMAL_QUEUE、EXCEPTION_QUEUE、NON_PERSISTENT_QUEUE
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操作インタフェースの列挙定数
操操操操作イ作イ作イ作インンンンタフタフタフタフェェェェースースースースのののの列挙列挙列挙列挙定定定定数数数数
BROWSE、LOCKED、REMOVEなどの列挙定数を使用する場合、PL/SQL定数はそれを定義す
るパッケージの有効範囲とともに指定する必要があります。操作インタフェースに対応付け
られた型にはすべて、前に dbms_aq を付ける必要があります。たとえば、次のとおりです。

DBMS_AQ.BROWSE

表表表表 3-4  操操操操作作作作イイイインンンンタフタフタフタフェェェェーーーーススススのののの列列列列挙型挙型挙型挙型

パパパパララララメーメーメーメータタタタ オオオオププププショショショションンンン 

visibility IMMEDIATE、ON_COMMIT

dequeue mode BROWSE、LOCKED、REMOVE、REMOVE_NODATA

navigation FIRST_MESSAGE、NEXT_MESSAGE、NEXT_TRANSACTION

state WAITING、READY、PROCESSED、EXPIRED

sequence_deviation BEFORE、TOP

wait FOREVER、NO_WAIT

delay NO_DELAY

expiration NEVER
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セキュリティ
セセセセキュキュキュキュリリリリティティティティ
構成情報は、DBMS_AQADMパッケージ内のプロシージャを使用して管理できます。最初は、
SYSおよび SYSTEMのみが、DBMS_AQADMおよび DBMS_AQ内のプロシージャに対する実行
権限を付与されています。この 2つのパッケージに対する EXECUTE権を付与されている
ユーザーは誰でも、自分自身のスキーマ内のキューを作成、管理および使用できます。他の
スキーマのキューを作成および管理するには、MANAGE ANY QUEUE権限が必要になりま
す。

8.0およおよおよおよびびびび 8.1互換互換互換互換ののののキューキューキューキューののののセキュセキュセキュセキュリリリリティティティティ
8.1データベースの AQ管理者は、8.0または 8.1互換のキューを作成できます。8.1のセキュ
リティ機能はすべて 8.1互換のキューでも使用できます。ただし、AQ 8.1のセキュリティ機
能が作用するのは 8.1互換のキューに限られ、8.0互換のキューは、8.0互換のセキュリティ
機能によって保護されることに注意してください。

新たなセキュリティ機能を実現した 8.1でキューを作成するには、DBMS_AQADM.CREATE_
QUEUE_TABLEの compatible パラメータに「8.1」以上の値を設定する必要があります。
本来 8.0データベース用に作成されたキューで新たなセキュリティ機能を使用するときは、
DBMS_AQADM.MIGRATE_QUEUE_TABLEを実行して、そのキュー表を 8.1互換に変換する必
要があります。

データベースのダウングレードが必要になったとき、8.1互換のすべてのキュー表を 8.0互換
に変換するか、ダウングレードを実行する前に削除する必要があります。変換によって、そ
れらのキューの 8.1セキュリティ機能はすべて削除されます。あるキューが 8.0互換に変換
されると、そのキューには 8.0セキュリティ・モデルが適用され、8.0セキュリティ機能のみ
がサポートされます。

次の表に、Oracle8データベースの各バージョンでサポートされている AQセキュリティ機
能、および異なるデータベース・バージョンにおける等価な権限をリストします。
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セキュリティ
  

表表表表 3-5  8.0おおおおよよよよびびびび 8.1互互互互換の換の換の換のキキキキュュュューーーーののののセセセセキュキュキュキュリリリリテテテティィィィ

権権権権限限限限 8.0.x デデデデーーーータタタタベベベベースースースース
8.1.x デーデーデーデータタタタベベベベーーーーススススのののの 8.0.x
互互互互換換換換ののののキキキキュュュューーーー

8.1.x デデデデーーーータタタタベーベーベーベーススススのののの 8.1.x
互互互互換換換換のキのキのキのキュュュューーーー

AQ_USER_ROLE サポート。権限受領者は、
そのロールを介して DBMS_
AQの実行権を与えられま
す。

サポート。権限受領者は、
そのロールを介して DBMS_
AQの実行権を与えられま
す。

未サポート。等価な権限は
次のとおりです。

1. DBMS_AQの実行権

2. システム権限
ENQUEUE ANY QUEUE

3. システム権限
DEQUEUE ANY QUEUE

AQ_ADMINISTRATOR_ROLE サポート。 サポート。 サポート。

DBMS_AQの実行権 PL/SQLで AQアプリケー
ションを作成する開発者に
は、DBMS_AQの実行権が付
与される必要があります。

PL/SQLで AQ アプリケー
ションを作成する開発者に
は、DBMS_AQの実行権が付
与される必要があります。

すべての AQユーザーに
DBMS_AQの実行権が付与さ
れる必要があります。8.1
互換のキューにエンキュー
またはデキューするには、
ユーザーに次の権限が必要
です。

1. DBMS_AQの実行権

2. ターゲット・キューに
対するエンキュー権限
とデキュー権限、また
はシステム権限
ENQUEUE ANY QUEUE
と DEQUEUE ANY 
QUEUEのどちらか。 
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セキュリティ
権限権限権限権限おおおおよびアよびアよびアよびアククククセス制セス制セス制セス制御御御御
Oracle8iでは、8.1互換のキューにオブジェクト・レベルの権限を付与したり取り消したり
できます。また、様々なシステム・レベル権限を付与したり取り消したりできます。次の表
にすべての共通 AQ操作、およびそれらの操作を 8.1互換のキューで実施するために必要な
権限をリストします。

ローローローロールルルル
Oracle 8.0の AQ操作には、AQプロシージャに実行権を与えるロールを通じてアクセスで
きます。Oracle 8.0を使用するときにデータベース・オブジェクト・レベルの制御がないと
いうことは、Oracle 8.0で AQ_USER_ROLEを持つユーザーは、システム内のすべてのキュー
に対してエンキューおよびデキューできるということを意味します。Oracle8iではきめ細か
いアクセス制御が提供されているため、8.1のコンテキストでアプリケーション開発をする
と、ロールの機能も変化します。

管理管理管理管理者者者者ロールロールロールロール
Oracle8iでも、引き続き AQ_AQMISTRATOR_ROLEをサポートします。8.0と同様に、AQ_
ADMINISTRATOR_ROLEはキュー管理に必要な権限をすべて付与します。ロールに付与され
た権限によって、権限受領者は次のようなことができるようになります。

■ データベースのあらゆるスキーマに対するあらゆるキュー管理操作（キューおよび
キュー表の作成など）の実行

表表表表 3-6  8.1セセセセキキキキュュュュリリリリティティティティ・・・・モモモモデデデデルルルルににににおけおけおけおけるるるる操操操操作作作作おおおおよよよよび必び必び必び必要要要要なななな権権権権限限限限

操操操操作作作作 必必必必要要要要なななな権権権権限限限限

所有するキューに対する
CREATE/DROP/MONITOR

DBMS_AQADMの実行権の付与が必要です。その他の権限は不要
です。

あらゆるキューに対する
CREATE/DROP/MONITOR 

DBMS_AQADMの実行権の付与が必要です。また、AQ_
ADMINISTRATOR_ROLEを付与されている他のユーザーによっ
て、このロールを付与される必要があります（最初は、SYSお
よび SYSTEMが AQ_ADMINISTRATOR_ROLEを付与します）。

所有するキューに対する
ENQUEUE/DEQUEUE

DBMS_AQの実行権の付与が必要です。その他の権限は不要で
す。

他のユーザーが所有する
キューに対する
ENQUEUE/DEQUEUE

DBMS_AQの実行権の付与が必要です。また、所有者から、
DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGEを使用して権限を付
与される必要があります。

あらゆるキューに対する
ENQUEUE/DEQUEUE

DBMS_AQの実行権の付与が必要です。また、AQ 管理者から、
DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGEを使用してシステ
ム権限 ENQUEUE ANY QUEUEまたは DEQUEUE ANY QUEUEを
付与される必要があります。
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■ データベースのあらゆるキューに対するエンキューおよびデキュー操作の実行

■ そのキューの作業負荷を監視するための詳細情報ビューへのアクセス     

ユーユーユーユーザザザザー・ロー・ロー・ロー・ローーーールルルル
AQ_USER_ROLEは、8.0との互換性を持って作成されたキューに対して引き続き有効です。
しかし、このロールでは 8.1互換のキューにエンキューまたはデキューするために必要な権
限を与えられないため、Oracle8iでは AQ_USER_ROLEの付与を避けてください。

データベース管理者には、次のような制御を行わせたいデータベース・ユーザーに直接シス
テム権限 ENQUEUE ANY QUEUEおよび DEQUEUE ANY QUEUEを付与したり、DBMS_
AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGEおよび DBMS_AQADM.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE
を行使したりする選択権があります。アプリケーション開発者として DBMS_
AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGEおよび DBMS_AQADM.REVOKE_QUEUE_PRIVILEGEを
行使することで、ユーザーはオブジェクト・レベルの権限を付与または取り消して、キュー
に権限を与えます。

データベース・ユーザーとして、所有するスキーマのキューにエンキューまたはデキューす
るために、DBMS_AQの実行権の他にオブジェクト・レベルまたはシステム・レベルの明示
的な権限は必要ありません。

AQオブオブオブオブジジジジェクトェクトェクトェクト型型型型にアクにアクにアクにアクセセセセスするスするスするスする
grant_type_access プロシージャは、8.0互換キューと 8.1互換キューの両方に関して、
リリース 8.1.5で廃止されました。現在、内部 AQオブジェクトはすべて、PUBLICでアク
セス可能です。 

OCIアプアプアプアプリリリリケーシケーシケーシケーショョョョンンンン
OCIアプリケーションで 8.0互換のキューにアクセスするには、そのセッション・ユーザー
に DBMS_AQを EXECUTEする権限が付与されている必要があります。OCIアプリケーショ
ンで 8.1互換のキューにアクセスするには、そのセッション・ユーザーに、アクセス先の
キューのオブジェクト権限、あるいはシステム権限 ENQUEUE ANY QUEUEまたは DEQUEUE 
ANY QUEUEあるいはその両方のどちらかが付与されている必要があります。アクセス先の
キューが 8.1互換の場合、DBMS_AQを EXECUTEする権限がそのセッション・ユーザーの権
限と照合してチェックされることはありません。

伝播伝播伝播伝播
AQは、データベース・リンクを通してメッセージを伝播します。伝播ドライバは、ソー
ス・キューの所有者としてソース・キューからデキューします。そのため、ソース・キュー
に対する明示的なアクセス権を付与される必要はありません。宛先では、そのデータベー
ス・リンクにログインしているユーザーは ENQUEUE ANY QUEUE権限またはその宛先
キューにエンキューする権限のどちらかを付与されている必要があります。しかし、データ
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ベース・リンクのログイン・ユーザーが宛先のキュー表を所有している場合は、どのような
明示的な AQ権限も付与される必要はありません。
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パフォーマンス
パパパパフォフォフォフォーーーーマンマンマンマンスススス
キューは、データベース表に格納されます。キュー操作のパフォーマンス特性は、基になる
データベース操作に非常によく似ています。

表お表お表お表およよよよび索引び索引び索引び索引のののの構造構造構造構造
キューのパフォーマンス特性を理解するには、AQオブジェクト用の表および索引レイアウ
トを理解することが重要です。

キュー表を作成すると、およそ 25列のデータベース表が作成されます。これらの列には、
AQのメタデータおよびユーザー定義のペイロードが格納されます。このペイロードの型は、
オブジェクト型または RAW型です。AQメタデータには、オブジェクト型およびスカラー型
が含まれています。キュー表には、1つのビューと 2つの索引が作成されます。このビュー
を使用することで、ユーザーはメッセージ・データを問い合せることができます。索引は、
メッセージ・データへのアクセス時間を短縮するために利用されます。作成されるオブジェ
クトの詳細は、キュー表の作成コマンドの項を参照してください。

スルスルスルスルーーーープットプットプットプット
エンキュー操作のコード・パスは、2つの索引を持つ複数列表への挿入に類似しています。
デキュー操作のコード・パスは、同様の表に対する選択および削除操作に似ています。これ
らの操作は、PL/SQLファンションを使用して行われます。

可用可用可用可用性性性性
Oracle Parallel Server(OPS)を使用することで、キューデータに対する可用性の高いアクセ
スを実現できます。キューは、データベース表を使用してインプリメントされます。キュー
の「テール（先頭）」と「ヘッド（末尾）」は、かなりのホット・スポット（混雑点）になる
可能性があります。ホット・スポットが存在すると OPSは十分に性能を発揮できないため、
キューに通常のアクセスをするインスタンスを 1つに制限することをお薦めします。インス
タンス障害の場合、障害が起こったインスタンスによって管理されていたメッセージは、障
害のないインスタンスの 1つによって即時に処理されます。
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拡張性
拡拡拡拡張性張性張性張性
キュー操作の拡張性は、基になるデータベース操作の拡張性に類似しています。マルチス
レッド・サーバー（MTS）環境でwaitオプション付きのデキュー操作が発行されると、共
有サーバー・プロセスでは、待ち時間を含むコールの所要時間中、デキュー操作のみが行わ
れます。このようなプロセスが多数存在すると、パフォーマンスおよび可用性に重大な問題
が生じ、共有サーバー・プロセスのデッドロックを引き起こす可能性があります。そのた
め、waitオプション付きのデキュー要求は、専用のサーバー・プロセスでのみ発行すること
をお薦めします。この制限は、強制ではありません。
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キュー表の移行
キキキキューューューュー表表表表の移の移の移の移行行行行 

用用用用途途途途 :
8.0互換のキュー表を 8.1互換のキュー表にアップグレード、あるいは 8.1互換のキュー表を
8.0互換のキュー表にダウングレードします。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.MIGRATE_QUEUE_TABLE( 
    queue_table        IN       VARCHAR2, 
    compatible         IN       VARCHAR2) 

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
異なるリリース間の相互関係に関する最新情報は、第 1章の「概要」の 1-33ページの「互換
性」を参照してください。

例例例例 :　　　　8.0のキのキのキのキュュュュー表ー表ー表ー表をををを 8.1互換の互換の互換の互換のキキキキュー表ュー表ュー表ュー表ににににアップアップアップアップググググレードレードレードレードすすすする方法る方法る方法る方法 

EXECUTE DBMS_AQADM.MIGRATE_QUEUE_TABLE(
    queue_table  => ’qtable1’,                                                                           
   compatible   => ’8.1’); 

表表表表 3-7  DBMS_AQADM_MIGRATE_QUEUE_TABLE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_table

(IN VARCHAR2)

移行されるキューの名前を指定します。

compatible 8.0のキュー表を 8.1互換のキュー表にアップグレードするときは、「8.1」に設定します。
8.1のキュー表を 8.0互換のキュー表にダウングレードするときは、「8.0」に設定します。

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   queue_table            => ’qtable1’, 
   multiple_consumers     => TRUE,
   queue_payload_type     => ’aq.message_typ’,
   compatible             =>’8.0’);
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キュー・データをエクスポートおよびインポートする
キキキキューューューュー・・・・デーデーデーデータタタタをエをエをエをエククククスポスポスポスポーーーートおトおトおトおよよよよびイびイびイびインンンンポーポーポーポートトトトするするするする
キュー表がエクスポートされると、キュー表データおよび PL/SQLコードの無名ブロックが
エクスポート・ダンプ・ファイルに書き出されます。キュー表がインポートされると、イン
ポート・ユーティリティがそのような PL/SQL無名ブロックを実行してメタデータをデー
タ・ディクショナリに書き込みます。

キュキュキュキューーーー表デー表デー表デー表データタタタのエクのエクのエクのエクススススポートポートポートポート
キューは、表にインプリメントされます。キューをエクスポートすると、必然的に基になる
キュー表および関連するディクショナリ表もエクスポートされます。キューは、キュー表に
格納されたキュー単位でのみエクスポートできます。

複複複複数数数数の受の受の受の受信信信信者者者者ががががいるいるいるいるキキキキュュュューーーー表の表の表の表のエエエエククククススススポーポーポーポートトトト 
複数受信者をサポートするすべてのキュー表に、重要なキュー・メタデータを収めた索引構
成表（IOT）および時間管理表があります。8.1互換のキュー表には、サブスクライバ表、履
歴表およびルール表もあります。このメタデータはキューの操作に不可欠ですから、イン
ポート後に作業するためには、そのキュー自体のキュー表の他に、メタデータの表もエクス
ポートする必要があります。すべてのデータベース・モードおよびユーザー・モードのエク
スポートでは、この表は自動的にエクスポートされます。

このメタデータ表には、キュー表内の一部の行の ROWIDが含まれているため、メタデータ
表をインポートするときに廃止される ROWIDについての注意情報が生成されます。廃止さ
れる ROWIDは、キューイング・システムのインポート操作の一部として自動的に訂正され
るため、このメッセージは無視してもかまいません。ただし、インポート中に他の問題
（ロールバック・セグメント領域の不足など）が発生した場合は、この問題を修正してイン
ポートを繰り返す必要があります。

エエエエククククスポスポスポスポーーーートトトトルルルルールールールール 
ルールはキュー表と関連付けられます。キュー表がエクスポートされるとき、関連付けられ
たルールがある場合は、それらもすべて自動的にエクスポートされます。

ササササポポポポートートートートさささされれれれてててているいるいるいるエエエエククククススススポーポーポーポートトトト・・・・モモモモードードードード 
現在、エクスポートは 3通りのモードで操作されます。全データベース・モード、ユー
ザー・モードおよび表モードです。3通りのエクスポート・モードの操作を、次に説明しま
す。

全全全全デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・モモモモーーーードドドド 
このモードはサポートされています。キュー表、すべての関連表、システム・レベルの権限
付与、およびプライマリおよびセカンダリ・オブジェクト権限付与が自動的にエクスポート
されます。
Oracle AQの管理 3-17



キュー・データをエクスポートおよびインポートする
ユユユユーーーーザザザザーーーー・・・・モモモモーーーードドドド 
このモードはサポートされています。キュー表、すべての関連表、およびプライマリ・オブ
ジェクト権限付与が自動的にエクスポートされます。

表表表表モモモモーーーードドドド 
お薦めできません。キュー表を表モードでエクスポートする必要がある場合、ユーザーはそ
のキュー表に属するすべての関連表をエクスポートする責任があります。たとえば、8.1互
換の複数コンシューマ・キュー表MCQをエクスポートするとき、次の各表もエクスポート
する必要があります。

AQ$_MCQ_I 
AQ$_MCQ_H 
AQ$_MCQ_S 
AQ$_MCQ_T  

増増増増分分分分エクエクエクエクススススポポポポーーーートトトト 
キュー表の増分エクスポートはサポートされていません。

キュキュキュキューーーー表デー表デー表デー表データタタタのインのインのインのインポポポポートートートート 
エクスポートと同様に、キューをインポートすると必然的に基になるキュー表および関連す
るディクショナリ・データもインポートされます。キュー表データがインポートされると、
インポート・ユーティリティがダンプ・ファイルの PL/SQL無名ブロックを実行してメタ
データをデータ・ディクショナリに書き込みます。

複複複複数数数数の受の受の受の受信信信信者者者者ががががいるいるいるいるキキキキュュュューーーー表の表の表の表のイイイインンンンポポポポートートートート 
前に説明したように、複数受信者をサポートするすべてのキュー表には、重要なキュー・メ
タデータを収めた索引構成表（IOT）、サブスクライバ表、履歴表および時間管理表がありま
す。インポート後に作業するためには、そのキュー自体のキュー表の他に、それらメタデー
タの表もエクスポートする必要があります。

このメタデータ表には、キュー表内の一部の行の ROWIDが含まれているため、メタデータ
表をインポートするときに廃止される ROWIDについての注意情報が発行されます。廃止さ
れる ROWIDは、キューイング・システムのインポート操作の一部として自動的に訂正され
るため、このメッセージは無視してもかまいません。ただし、インポート中に他の問題
（ロールバック・セグメント領域の不足など）が発生した場合は、この問題を修正し、イン
ポートを再実行する必要があります。

イイイインンンンポーポーポーポートトトトのののの IGNORE パパパパラメラメラメラメーーーータタタタ 
すでにデータがあるキュー表には、キュー・データをインポートしないようにしてくださ
い。キュー表をインポートする DBAは、常にインポート・ユーティリティの IGNOREパラ
メータに NOを設定することをお薦めします。IGNOREパラメータに YESが設定され、すで
に存在しているキュー表がダンプ・ファイル中の表定義と互換性があるとき、ダンプ・ファ
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キュー・データをエクスポートおよびインポートする
イルの各行は既存の表にロードされます。同時に、古いキュー表定義およびキュー定義は削
除および再作成されます。そのため、インポート以前に作成されたキュー表およびキュー定
義は失われ、複製された行がキュー表の中に現れます。
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伝播の問題点
伝伝伝伝播の播の播の播の問問問問題点題点題点題点 
   

伝伝伝伝播播播播の最の最の最の最適化適化適化適化
JOB_QUEUE_PROCESSES数を設定するとき、DBA は、この値が、伝播するメッセージの伝
播元のキューの数、およびメッセージの伝播先の宛先（キューではない）の数によって決ま
ることを理解しておく必要があります。

このリリースでは、伝播を処理するために、新しいスケーラブルなスケジューリング・アル
ゴリズムが組み込まれました。このアルゴリズムは使用可能なジョブ・キュー・プロセスを
最適化し、メッセージがソース・キューにエンキューされてから宛先に現れるまでの時間を
最小にするように設計されているため、ほとんど OLTPに似た動作を実現します。このアル
ゴリズムが同時に操作できるスケジュールの数は、無制限です。また、様々な種類の障害に
対する堅牢性も備えています。伝播は、使用可能なジョブ・キュー・プロセスの最適使用を
試みますが、開始するジョブ・キュー・プロセスの数はレプリケーション・ジョブのような
非伝播関連ジョブの存在にも依存します。したがって、この新しいアルゴリズムによって最
高の結果を得るためには、次の指針を利用することが重要です。

新しいアルゴリズムは、次のようにジョブ・キュー・プロセスを使用します（ここでは、ア
クティブ・スケジュールが適切に設定されているとします）。

■ アクティブ・スケジュール数がジョブ・キュー・プロセスの半数に満たない場合、アク
ティブ・スケジュール数と同数のジョブ・キュー・プロセスが取得されます。

■ アクティブ・スケジュール数がジョブ・キュー・プロセス数の 2倍を超えるとき、ジョ
ブ・キュー・プロセスの半数を取得した後で、取得した各ジョブ・キュー・プロセスに
複数のアクティブ・スケジュールを割り当てます。

■ システムがオーバーロードになっている（すべてのスケジュールが伝播のためにビジー
になっている）とき、有効性に応じて、ジョブ・キュー・プロセス総数 -1になるまで追
加のジョブ・キュー・プロセスが取得されます。

■ あるプロセスによって操作されるアクティブ・スケジュールがどれも伝播の必要なメッ
セージを持っていない場合、そのジョブ・キュー・プロセスは解放されます。

■ このアルゴリズムによって、負荷が大きいプロセスから小さいプロセスにスケジュール
を転送することで自動負荷平衡を行い、オーバーロード・プロセスがなくなるようにし
ます。

注注注注意意意意 : 伝播によって、システム・キュー aq$_prop_notify_X （Xは、
スケジュールのソース・キューが常駐するインスタンスのインスタンス番
号）を使用して伝播ランタイム・イベントを操作できます。このキューの
メッセージは、システム表 aq$_prop_table_X （Xは、スケジュールの
ソース・キューが常駐するインスタンスのインスタンス番号）に格納され
ます。伝播が正常に動作するために、キュー aq$_prop_notify_X が中
止、削除されたり、表 aq$_prop_notify_X が削除されたりすることが
あってはいけません。
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伝播の問題点
このスケジューリング・アルゴリズムには、伝播できるジョブ・キュー・プロセスを少なく
とも 2つ使用可能にしなければいけないという制限事項があります。非伝播の関連ジョブが
あるときは、より多くのジョブ・キュー・プロセスが必要になります。負荷が大きくなる条
件（多数のアクティブ・スケジュールがあって、そのすべてに伝播の必要なメッセージがあ
るとき）が予測されるときは、非伝播の関連ジョブも同様にジョブ・キュー・プロセスを使
用することを認識して、より多くのジョブ・キュー・プロセスを開始することをお薦めしま
す。伝播ジョブのみを持っているシステムでは、2つのジョブ・キュー・プロセスによって
すべてのスケジュールを操作しますが、ジョブ・キュー・プロセス数が多くなると、メッ
セージの伝播も速くなります。1つのジョブ・キュー・プロセスが複数のスケジュールに
よってメッセージを伝播できるため、ジョブ・キュー・プロセス数はスケジュール数と同じ
でなくてもよいことに注意してください。

伝伝伝伝播播播播中の中の中の中の障障障障害害害害対対対対策策策策
新しいアルゴリズムは、様々な障害に対する堅牢性を備えています。多様な障害のために、
メッセージが伝播されないことがあります。よくある原因としては、「データベース・リン
クの障害」、「リモート・データベースが使用不可」、「リモート・キューが存在しない」、「リ
モート・キューが開始されていない」および「リモート・キューにエンキューしようとした
ときのセキュリティ違反」などがあります。このような状況では、適切なエラー・メッセー
ジが dba_queue_schedulesビューにレポートされてしまいます。あるスケジュールでエラー
が発生すると、そのスケジュールによるメッセージ伝播は、指数バックオフ・アルゴリズム
を使用して最大 16回まで周期的に試行され、その後は使用禁止になります。エラーの原因
になっていた問題が解決してスケジュールが使用可能になった場合、最新のエラー日付、時
刻およびメッセージを表示しているエラー・フィールドにそのエラー情報が残ります。この
フィールドがリセットされるのは、そのスケジュールによってメッセージが正常に伝播され
たときです。指数バックオフの段階が進むと、伝播が試行されるタイム・スパンが数時間か
ら数日にまで伸びることがあります。エラーが長時間見過ごされたときに、そういうことが
起きます。このような状況では、その伝播スケジュールを解除して、再度スケジューリング
するようにしてください。
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Enterprise Managerサポート
Enterprise Managerササササポーポーポーポートトトト
Enterprise Managerでは、「管理インタフェース」の項にリストした管理機能の大半で、
GUIをサポートします。

次のものが含まれます。

1. プロパティを参照するスキーマ・マネージャの一部としてのキュー

2. キューの作成、開始、停止および削除

3. 伝播のスケジュールおよびスケジュール解除

4. サブスクライバの追加および削除

5. 現在の伝播スケジュールの表示

6. 権限の付与および取消

AQをををを伴伴伴伴うううう XAのののの使使使使用用用用
AQ OCIインタフェースを使用する場合は、xa_open文字列で「Objects=T」を指定する必要
があります。これは、オブジェクト・モードで、XAにクライアント側キャッシュを初期化
させます。OCIまたは Pro*Cから、PL/SQLラッパーを介して AQを使用する場合は、この
処理は必要ありません。AQは（LOBとして格納されるにもかかわらず）単純な RAWバッ
ファに抽象化されるため、Pro*シリーズのマニュアルから得られる LOBメモリー管理の概
念は、RAW型のメッセージには関係しません。

XAから AQを使用するときは、AQナビゲーション・オプションを慎重に使用する必要が
あります。XAは、xa_endが終了すると、カーソル・フェッチ状態を取り消します。した
がって、サービスの間（すなわち、xa_start境界と xa_end境界の間）デキュー処理を続け
る場合は、FIRST_MESSAGEナビゲーション・オプションを使用してデキュー位置をリセッ
トする必要があります。これを実行しないと、ORA-25237  （ナビゲーション・オプション
の指定順序が正しくありません。）というエラーになります。
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AQ 操作を準備するための DBAのアクション例
AQ操操操操作作作作を準を準を準を準備備備備するするするするたたたためめめめのののの DBAのアのアのアのアククククショショショションンンン例例例例

AQ 管管管管理理理理者と者と者と者とししししててててののののユーユーユーユーザザザザー作ー作ー作ー作成成成成 
ユーザーを AQ管理者として設定するためには、次のステップが必要です。

CONNECT system/manager 
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;   
GRANT AQ_ADMINISTRATOR_ROLE TO aqadm;   
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm;   
   
さらに、AQパッケージの実行権を、次のように付与します。

GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqadm;   
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ TO aqadm;   
   
これによって、ユーザー・プロシージャから AQパッケージに含まれるプロシージャを実行
できます。

ユユユユーーーーザザザザーーーー AQUSER1 おおおおよよよよびびびび AQUSER2 をををを、、、、2つつつつのののの AQ ユユユユーザーザーザーザーーーーととととしししして作て作て作て作成成成成 
自身が所有するスキーマにキューを作成およびアクセスできる AQユーザーを作成する場
合、AQ_ADMINISTRATOR_ROLEの付与を除いて、前の項で説明したステップに従います。

CONNECT system/manager 
CREATE USER aquser1 IDENTIFIED BY aquser1;   
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aquser1;   
   
さらに、AQパッケージの実行権を、次のように付与します。

GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM to aquser1;   
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ TO aquser1;   
 
キューを作成しないで、別のスキーマのキューを使用する AQユーザーを作成する場合は、
まず前の項で説明したステップに従います。さらに、オブジェクト・レベル権限を付与する
必要があります。ただし、これは 8.1互換のキュー表を使用して定義されたキューにのみ適
用されることに注意してください。  

CONNECT system/manager 
CREATE USER aquser2 IDENTIFIED BY aquser2;   
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aquser2;   
   
さらに、AQパッケージの実行権を、次のように付与します。

GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM to aquser2;   
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ TO aquser2;   
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AQ操作を準備するための DBAのアクション例
aquser2が aquser1スキーマの aquser1_q1キューにアクセスするために、aquser1は次の文
を実行する必要があります。

CONNECT aquser1/aquser1 
EXECUTE DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE( 
   'ENQUEUE','aquser1_q1','aquser2',FALSE); 
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管理インタフェース : 基本
4

管理管理管理管理イイイインタフンタフンタフンタフェェェェーーーースススス : 基基基基本本本本操作操作操作操作

この章では、Oracleアドバンスト・キューイングの管理インタフェースをユースケースに即
して説明します。つまり、それぞれの操作（たとえば、「キュー表を作成する」）を、その操
作名ごとにユースケースの点から説明します。章の先頭に、全ユースケースの一覧表があり
ます（「ユースケース・モデル : 管理インタフェース－ 基本操作」）。

すべてのユースケースを 1つにまとめた「ユースケース図 :管理者インタフェース － 基本操
作」という図も用意されています。HTML版のマニュアルをご使用の場合、この図の中の関
連するユースケース・タイトルをクリックすることで、関心のあるユースケースに移動する
ことができます。

個々のユースケースは次のように配置されています。

■ ユースケースを表す図（図の見方の説明は、「はじめに」を参照）

■ 構文のリスト

■ 基本的な例

■ 使用上の注意（ある場合）
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ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作
ユユユユースースースースケケケケースースースース・・・・モデモデモデモデルルルル : 管管管管理イ理イ理イ理インンンンタフタフタフタフェェェェースースースース －－－－ 基基基基本操本操本操本操作作作作 
表表表表 4-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース・・・・モモモモデデデデルルルル : 管理管理管理管理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェースースースース －－－－ 基基基基本本本本操操操操作作作作

ユユユユーーーースケスケスケスケーーーースススス

4-4ページの「キュー表を作成する」

4-11ページの「キュー表を作成する [STORAGE句を設定する ]」

4-12ページの 「キュー表を変更する」

4-14ページの「キュー表を削除する」

4-16ページの「キューを作成する」

4-22ページの「非永続キューを作成する」

4-25ページの「キューを変更する」

4-28ページの「キューを削除する」

4-30ページの「キューを開始する」

4-32ページの「キューを停止する」

4-35ページの「システム権限を付与する」

4-38ページの「システム権限を取り消す」

4-40ページの「キュー権限を付与する」

4-42ページの「キュー権限を取り消す」

4-44ページの「サブスクライバを追加する」

4-47ページの「サブスクライバを変更する」

4-50ページの「サブスクライバを削除する」

4-52ページの「キューからの伝播をスケジュールする」

4-56ページの「キューの伝播スケジュールを解除する」

4-58ページの「キュー・タイプを検証する」

4-60ページの「伝播スケジュールを変更する」

4-63ページの「伝播スケジュールを使用可能にする」

4-65ページの「伝播スケジュールを使用禁止にする」
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ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作
図図図図 4-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 管管管管理理理理者者者者インインインインタタタタフフフフェェェェーーーースススス －－－－ 基本基本基本基本操操操操作作作作
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キュー表を作成する
キキキキューューューュー表表表表を作を作を作を作成成成成するするするする

図図図図 4-2  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーー表を表を表を表を作作作作成成成成すすすするるるる
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キュー表を作成する
用用用用途途途途 :
事前定義された型のメッセージを持つキュー表を作成します。デキュー順序付け用のソー
ト・キーを使用する場合は、表の作成時に定義する必要があります。この時点では、次のオ
ブジェクトが作成されます。

■ キュー表に対応付けられた aq$_<queue_table_name>_e という名前のデフォルトの
例外キュー

■ AQアプリケーションでキュー・データの問合せに使用される、aq$<queue_table_
name>という名前の読込み専用ビュー

■ aq$_<queue_table_name>_t という名前の、キュー・モニター操作の索引または索
引構成表（IOT）

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キュー表を作成する
■ 複数コンシューマ・キューの場合に使用される、aq$_<queue_table_name>_i とい
う名前の、デキュー操作用の索引または索引構成表（IOT）

8.1互換の複数コンシューマ・キュー表の場合、次の追加オブジェクトが作成されます。

■ aq$_<queue_table_name>_s という名前の表。この表にはサブスクライバの情報が
格納されます。

■ aq$_<queue_table_name>_r という名前の表。この表にはサブスクリプション・
ルールの情報が格納されます。

■ aq$_<queue_table_name>_h という名前の索引構成表（IOT）。この表にはデキュー
履歴データが格納されます。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (

queue_table        IN      VARCHAR2,
queue_payload_type IN      VARCHAR2,
storage_clause     IN      VARCHAR2 default NULL,
sort_list          IN      VARCHAR2 default NULL,
multiple_consumers IN      BOOLEAN default FALSE,
message_grouping   IN      BINARY_INTEGER default NONE,
comment            IN      VARCHAR2 default NULL,
auto_commit        IN      BOOLEAN default TRUE,

    primary_instance   IN      BINARY_INTEGER default 0, 
    secondary_instance IN      BINARY_INTEGER default 0,
    compatible         IN      VARCHAR2 default ’8.0’);
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キュー表を作成する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 4-2  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_table

(IN VARCHAR2)

作成するキュー表の名前を指定します。

queue_payload_type

(IN VARCHAR2)

格納されるユーザー・データの型を指定します。このパラメータに設定できる値の詳細
は、3-4ページの「型名」を参照してください。

storage_clause

(IN VARCHAR2)

記憶領域パラメータを指定します。このキュー表が作成されるときに、「CREATE 
TABLE」文に記憶領域パラメータが挿入されます。記憶領域パラメータは、PCTFREE、
PCTUSED、INITRANS、MAXTRANS、TABLEPSACE、LOBおよび表の STORAGE句の任
意の組み合せで構成されます。

storage_clause パラメータで表領域が指定されないときは、キュー表およびすべて
の関連オブジェクトはデフォルトのユーザー表領域に作成されます。storage_clause
パラメータで表領域が指定されたときは、STORAGE 句で指定された表領域に作成され
ます。

これらのパラメータの使用方法は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

sort_list

(IN VARCHAR2)

ソート・キーとして使用する列を昇順で指定します。

Sort_listの書式は、「<sort_column_1>,<sort_column_2>」です。

使用できる列名は、priorityおよび enq_timeです。両方の列が指定されている場合は、
<sort_column_1>によって、最も左側になる列を定義できます。

いったんキュー表を特定の順序付け機能で作成すると、キュー表内のすべてのキューに
同じデフォルトが継承されます。キュー表の順序は、キュー表の作成後は変更できませ
ん。

ソート・リストを指定しない場合、キュー表内のキューはすべて、エンキュー時刻に基
づいて昇順にソートされます。この順序は、FIFO順序と同じです。

デフォルトの順序付けが定義されている場合でも、デキュー元は msgidまたは correlation
を指定することでデキューするメッセージを選択できます。msgid、correlationおよび
sequence_deviationが指定されている場合、これらはデフォルトの順序付けより優先され
ます。

multiple_consumers

(IN BOOLEAN)

FALSE: 表内に作成されたキューでは、1つのメッセージを 1つのコンシューマのみがデ
キューできます。これがデフォルトです。

TRUE: 表内に作成されたキューでは、1つのメッセージを複数のコンシューマがデ
キューできます。
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キュー表を作成する
使用使用使用使用上上上上の注の注の注の注意意意意 :
■ AQオブジェクト型ロードでは、CLOB、BLOBまたは BFILE オブジェクトが有効な属性

です。ただし、CLOBおよび BLOBのみが Oracle8i リリース 8.1.xの AQ伝播を使用して
伝播できます。

■ データベースが 8.1互換のモードの場合に限って、primary_instance および
secondary_instance を指定したり変更したりできます。

■ 1次インスタンスがない場合は、2次インスタンスを指定できません。

message_grouping

(IN BINARY_INTEGER)

表内に作成されたキューについて、メッセージのグループ化の方法を指定します。

NONE: 各メッセージは個別に扱われます。

TRANSACTIONAL: 1つのトランザクションの一部としてエンキューされた複数のメッ
セージは、同じグループに属するものと見なされます。デキューの際には、関連メッ
セージが 1つのグループとしてデキューされます。

comment

(IN VARCHAR2)

キュー表に関するユーザー指定の説明です。このユーザー・コメントは、キュー・カタ
ログに追加されます。

auto_commit

(IN BOOLEAN)

TRUE: 現行のトランザクションが存在する場合、CREATE_QUEUE_TABLE操作が実行さ
れる前にコミットされます。この操作は、コールが戻ると永続性が保証されます。これ
がデフォルトです。

FALSE: 操作は現行トランザクションの一部とされ、コール元からコミットが発行された
場合にのみ永続性が保証されます。

注意 : このパラメータはあまり利用されていません。

primary_instance           
(IN BINARY_INTEGER)

キュー表の 1次所有者です。このキュー表のキューに対するモニター・スケジュールの
設定および伝播は、このインスタンスによって行われます。

1次インスタンスのデフォルト値は 0で、その場合キューのモニター・スケジュールお
よび伝播は使用可能なあらゆるインスタンスで行われます。

secondary_instance      
(IN BINARY_INTEGER)

1次インスタンスが使用不能の場合、キュー表はこの 2次インスタンスにフェイル・
オーバーします。デフォルト値は 0で、その場合キュー表は使用可能なあらゆるインス
タンスにフェイル・オーバーします。

compatible  
(VARCHAR2)

キューが互換性を持つ最も低いバージョンを指定します。現在可能な値は「8.0」または
「8.1」です。デフォルトは「8.0」です。

表表表表 4-2  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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キュー表を作成する
例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADMパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用してキしてキしてキしてキュュュュー表をー表をー表をー表を作作作作成する成する成する成する 

オオオオブブブブジェジェジェジェククククトトトト型型型型のメのメのメのメッッッッセセセセーーーージをジをジをジを持持持持つつつつキキキキューューューューののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表をををを作作作作成成成成するするするする 
CREATE type aq.Message_typ as object (
   Subject                VARCHAR2(30),
   Text                   VARCHAR2(80));   

/* Note: if you do not stipulate a schema, you default to the user’s schema. */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table            => ’aq.ObjMsgs_qtab’,
   Queue_payload_type     => ’aq.Message_typ’);

RAW 型型型型ののののメメメメッセッセッセッセーーーージジジジをををを持つ持つ持つ持つキキキキューューューューののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表をををを作作作作成成成成すすすするるるる
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table ( 
   Queue_table            => ’aq.RawMsgs_qtab’, 
   Queue_payload_type     => ’RAW’); 
  

優優優優先先先先メッメッメッメッセセセセーーーージジジジのキのキのキのキュュュューーーー表表表表を作を作を作を作成成成成すすすするるるる
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table            => ’aq.PriorityMsgs_qtab’, 
   Sort_list              => ’PRIORITY,ENQ_TIME’, 
   Queue_payload_type     => ’aq.Message_typ’);

複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシュュュューーーーマのマのマのマのキキキキュュュューーーー表を表を表を表を作作作作成成成成すすすするるるる
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table            => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’,

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

CONNECT system/manager;
DROP USER aqadm CASCADE;
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm; 
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqadm;
GRANT Aq_administrator_role TO aqadm;
DROP USER aq CASCADE;
CREATE USER aq IDENTIFIED BY aq;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aq; 
GRANT EXECUTE ON dbms_aq TO aq;
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キュー表を作成する
   Multiple_consumers     => TRUE, 
   Queue_payload_type     => ’aq.Message_typ’);
                    

8.1 互互互互換換換換の複の複の複の複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママののののキュキュキュキューーーー表表表表をををを作成作成作成作成するするするする
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table            => ’aq.Multiconsumermsgs8_1qtab’,
   Multiple_consumers     =>  TRUE,   
   Compatible             => ’8.1’, 
   Queue_payload_type     => ’aq.Message_typ’);

指指指指定定定定されされされされたたたた表表表表領領領領域に域に域に域にキキキキュュュューーーー表を表を表を表を作作作作成成成成すすすするるるる
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table ( 
        queue_table        => 'aq.aq_tbsMsg_qtab',  
        queue_payload_type => 'aq.Message_typ',  
        storage_clause     => 'tablespace aq_tbs'); 
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キュー表を作成する [STORAGE句を設定する ]
キキキキューューューュー表表表表を作を作を作を作成成成成するするするする [STORAGE句を句を句を句を設設設設定す定す定す定するるるる ]

図図図図 4-3  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーー表を表を表を表を作作作作成成成成すすすするるるる [STORAGE 句句句句をををを設定設定設定設定すすすするるるる ]
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キュー表を変更する
キキキキューューューュー表表表表を変を変を変を変更更更更するするするする

図図図図 4-4  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーー表を表を表を表を変変変変更更更更すすすするるるる

用用用用途途途途 :
キュー表の、既存のプロパティを変更します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ALTER_QUEUE_TABLE (
   queue_table          IN   VARCHAR2,
   comment              IN   VARCHAR2 default NULL,
   primary_instance     IN   BINARY_INTEGER default NULL, 
   secondary_instance   IN   BINARY_INTEGER default NULL);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの 「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キュー表を変更する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :
  

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADMパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用してキしてキしてキしてキュュュュー表をー表をー表をー表を変変変変更する更する更する更する
/* Altering the table to change the primary, secondary instances for queue owner 
   (only applicable for OPS environments).The primary instance is the instance 
   number of the primary owner of the queue table. The secondary instance is the
   instance number of the secondary owner of the queue table. */
 EXECUTE dbms_aqadm.alter_queue_table ( 
   Queue_table          => ’aq.ObjMsgs_qtab’, 
   Primary_instance     => 3, 
   Secondary_instance   => 2); 
 
/* Altering the table to change the comment for a queue table: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.alter_queue_table ( 
   Queue_table          => ’aq.ObjMsgs_qtab’, 
   Comment              => ’revised usage for queue table’); 

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ 8.1互換のモードの場合に限って、primary_instance および secondary_instance

の指定や変更ができます。

■ 1次インスタンスがない場合は、2次インスタンスを指定できません。

表表表表 4-3  DBMS_AQADM.ALTER_QUEUE_TABLE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_table

(IN VARCHAR2)

変更するキューの名前を指定します。

comment

(IN VARCHAR2)

キュー表に関するユーザー指定の説明を変更します。このユーザー・コメントは、
キュー・カタログに追加されます。デフォルト値は NULLで、現在の値が変更されない
ことを意味します。

primary_instance           
(IN BINARY_INTEGER)

キュー表の 1次所有者です。このキュー表のキューに対するモニター・スケジュールの
設定および伝播は、このインスタンス内で行われます。

デフォルト値は NULLで、現在の値が変更されないことを意味します。

secondary_instance      
(IN BINARY_INTEGER)

1次インスタンスが使用不能の場合、キュー表はこの 2次インスタンスにフェイル・
オーバーします。

デフォルト値は NULLで、現在の値が変更されないことを意味します。 
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キュー表を削除する
キキキキューューューュー表表表表を削を削を削を削除除除除するするするする

図図図図 4-5  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーー表を表を表を表を削削削削除除除除すすすするるるる

用用用用途途途途 :
既存のキュー表を削除します。キュー表を削除する前に、そのキュー表内のすべてのキュー
を停止する必要があることに注意してください。force オプションを使用して自動的に行わ
ない限り、この操作は明示的に行う必要があります。

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キュー表を削除する
構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE (
   queue_table       IN    VARCHAR2,
   force             IN    BOOLEAN default FALSE,
   auto_commit       IN    BOOLEAN default TRUE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADMパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用してキしてキしてキしてキュュュュー表をー表をー表をー表を削削削削除する除する除する除する
/* Drop the queue table (for which all queues have been previously dropped by
   the user) */
EXECUTE dbms_aqadm.drop_queue_table ( 
   queue_table        => ’aq.Objmsgs_qtab’); 

 

/* Drop the queue table and force all queues to be stopped and dropped by the
   system */ 
EXECUTE dbms_aqadm.drop_queue_table ( 
   queue_table        => ’aq.Objmsgs_qtab’, 
   force              => TRUE); 

表表表表 4-4  DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_table

(IN VARCHAR2)

削除するキュー表の名前を指定します。

force

(IN BOOLEAN)

FALSE: 表内にキューが存在する場合、操作は失敗します。これがデフォルトです。

TRUE: 表内のキューはすべて、自動的に停止および削除されます。

auto_commit

(IN BOOLEAN)

TRUE: 現行のトランザクションが存在する場合、DROP_QUEUE_TABLE操作が実行
される前にコミットされます。この操作は、コールが戻ると永続性が保証されま
す。これがデフォルトです。

FALSE: 操作は現行トランザクションの一部とされ、コール元からコミットが発行
された場合にのみ永続性が保証されます。

注意 : このパラメータはあまり利用されていません。

注注注注意意意意 : データ構造を設定または削除しないと機能しない例もあります。

注注注注意意意意 : データ構造を設定または削除しないと機能しない例もあります。 
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キューを作成する
キキキキューューューューをををを作成作成作成作成すすすするるるる

図図図図 4-6  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーーを作を作を作を作成成成成すすすするるるる
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キューを作成する
用用用用途途途途 :
指定したキュー表にキューを作成します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
   queue_name          IN       VARCHAR2,
   queue_table         IN       VARCHAR2,
   queue_type          IN       BINARY_INTEGER default NORMAL_QUEUE,

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キューを作成する
   max_retries         IN       NUMBER default NULL,
   retry_delay         IN       NUMBER default 0,
   retention_time      IN       NUMBER default 0,
   dependency_tracking IN       BOOLEAN default FALSE,
   comment             IN       VARCHAR2 default NULL,
   auto_commit         IN       BOOLEAN default TRUE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 4-5  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

作成するキューの名前を指定します。名前は、スキーマ内で一意で、予約語に関しては
『Oracle8i SQL リファレンス』のオブジェクト名規則に従う必要があります

queue_table

(IN VARCHAR2)

キューを格納するキュー表の名前を指定します。

queue_type

(IN BINARY_INTEGER)

作成するキューが、例外キューか、通常キューかを指定します。

NORMAL_QUEUE: キューを、通常キューとして作成します。これがデフォルトです。

EXCEPTION_QUEUE: キューを、例外キューとして作成します。例外キューに対しては、
デキュー操作のみが可能です。

max_retries

(IN NUMBER)

REMOVEモードでの、メッセージに対するデキューの試行回数を制限します。回数のカ
ウントは、アプリケーションがデキュー実行後にロールバックを発行するたびに増分さ
れます。試行回数が max_retries に達すると、メッセージは例外キューに移されま
す。デフォルトは NULLですが、内部的に 5に設定されます。max_retries は、すべ
ての単一コンシューマ・キューおよび 8.1互換の複数コンシューマ・キューではサポー
トされますが、8.0互換の複数コンシューマ・キューではサポートされないことに注意し
てください。

retry_delay

(IN NUMBER)

アプリケーションのロールバック後、このメッセージの処理を再度スケジュールするま
での遅延時間を秒単位で指定します。デフォルトは 0で、可能な限り早くメッセージ処
理が再試行されることを意味します。max_retries を 0に設定すると、このパラメー
タは無効になります。retry_delay は、すべての単一コンシューマ・キューおよび 8.1
互換の複数コンシューマ・キューではサポートされますが、8.0互換の複数コンシュー
マ・キューではサポートされないことに注意してください。

retention_time

(IN NUMBER)

メッセージがキューからデキューされた後、キュー表内に保存される秒数を指定します。

INFINITE : メッセージは無期限に保存されます。

数値 : メッセージを保存する秒数です。デフォルトは 0で、保存されません。
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キューを作成する
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ すべてのキュー名は、スキーマ内において一意である必要があります。キューは、

CREATE_QUEUEで作成した後、START_QUEUEをコールすると使用可能になります。デ
フォルトでは、キューはエンキューとデキューの両方を使用禁止にして作成されます。

■ 保存されているメッセージを見るためには、メッセージ IDによってデキューするか
SQLを使用します。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキューをををを作成す作成す作成す作成するるるる

オオオオブブブブジェジェジェジェククククトトトト型型型型のメのメのメのメッッッッセセセセーーーージ用ジ用ジ用ジ用ののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表ににににキキキキュュュューをーをーをーを作作作作成成成成すすすするるるる
/* Create a message type: */
CREATE type aq.Message_typ as object (
   Subject     VARCHAR2(30),
   Text        VARCHAR2(80));   

/* Create a object type queue table and queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table        => ’aq.ObjMsgs_qtab’,
   Queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);

dependency_tracking

(IN BOOLEAN)

将来の使用に備えて確保されています。

FALSE: これがデフォルトです。

TRUE: このリリースでは許可されていません。

comment

(IN VARCHAR2)

キューに関するユーザー指定の説明です。このユーザー・コメントは、キュー・カタロ
グに追加されます。

auto_commit

(IN BOOLEAN)

TRUE: 現行のトランザクションが存在する場合、CREATE_QUEUE操作が実行される前に
コミットされます。この操作は、コールが戻ると永続性が保証されます。これがデフォ
ルトです。

FALSE: 操作は現行トランザクションの一部とされ、コール元からコミットが発行された
場合にのみ永続性が保証されます。

注意 : このパラメータはあまり利用されていません。

表表表表 4-5  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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キューを作成する
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue (
   Queue_name         =>  ’msg_queue’,
   Queue_table        => ’aq.ObjMsgs_qtab’);

RAW 型型型型ののののメメメメッセッセッセッセーーーージ用ジ用ジ用ジ用ののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表ににににキキキキュュュューをーをーをーを作作作作成成成成するするするする
/* Create a RAW type queue table and queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table ( 
   Queue_table          => ’aq.RawMsgs_qtab’, 
   Queue_payload_type   => ’RAW’); 
  
/* Create queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( 
   Queue_name          => ’raw_msg_queue’, 
   Queue_table         => ’aq.RawMsgs_qtab’); 
  

優優優優先先先先メッメッメッメッセセセセーーーージジジジのキのキのキのキュュュューーーー表表表表およおよおよおよびびびびキキキキュュュューのーのーのーの作成作成作成作成
 

/* Create a queue table for priortized messages: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   Queue_table        => ’aq.PriorityMsgs_qtab’, 
   Sort_list          => ’PRIORITY,ENQ_TIME’, 
   Queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);
/* Create queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue (
   Queue_name         => ’priority_msg_queue’, 
   Queue_table        => ’aq.PriorityMsgs_qtab’);

複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシュュュューーーーマ用マ用マ用マ用ののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表おおおおよよよよびびびびキュキュキュキューーーーをををを作作作作成す成す成す成するるるる
 

/* Create a queue table for multi-consumers: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table (
   queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’,
   Multiple_consumers => TRUE, 
   Queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);

注注注注意意意意 : データ構造を設定または削除しないと機能しない例もあります。 

注注注注意意意意 : データ構造を設定または削除しないと機能しない例もあります。 
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キューを作成する
/* Create queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue (
   Queue_name         => ’MultiConsumerMsg_queue’,
   Queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’);
                    

伝伝伝伝播播播播を実を実を実を実証証証証すすすするるるるためためためためののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表おおおおよよよよびびびびキュキュキュキューーーーをををを作作作作成す成す成す成するるるる
/* Create queue: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue (
   Queue_name        => ’AnotherMsg_queue’,
   queue_table       => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’);

8.1 互互互互換換換換の複の複の複の複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママののののキュキュキュキューーーー表表表表おおおおよびよびよびよびキキキキュュュューーーーを作を作を作を作成成成成すすすするるるる
/* Create a queue table for multi-consumers compatible with Release 8.1: */
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue_table ( 
   Queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs81_qtab’, 
   Multiple_consumers => TRUE, 
   Compatible         => ’8.1’, 
   Queue_payload_type => ’aq.Message_typ’); 
 
EXECUTE dbms_aqadm.create_queue ( 
   Queue_name         => ’MultiConsumerMsg81_queue’, 
   Queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs81_qtab’); 
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非永続キューを作成する
非非非非永続永続永続永続キキキキューューューューをををを作成作成作成作成すすすするるるる

図図図図 4-7  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 非非非非永永永永続続続続キュキュキュキューーーーをををを作作作作成成成成すすすするるるる

用用用用途途途途 :
非永続の RAW型キューを作成します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.CREATE_NP_QUEUE ( 
   queue_name              IN        VARCHAR2,
   multiple_consumers      IN        BOOLEAN default FALSE,
   comment                 IN        VARCHAR2 default NULL);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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非永続キューを作成する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ このキューは単一コンシューマまたは複数コンシューマ・キューのどちらかです。

キュー名はすべて、スキーマ内において一意である必要があります。このキューは、
キュー名によって指定された同じスキーマ内にシステムが作成した 8.1互換のキュー表
（AQ$_MEM_SCまたは AQ$_MEM_MC）に作成されます。キュー名にスキーマ名が指定さ
れていないときは、ログイン・ユーザーのスキーマに作成されます。キューは、
CREATE_NP_QUEUEで作成された後、START_QUEUEコールによって使用可能になりま
す。デフォルトでは、キューはエンキューとデキューの両方を使用禁止にして作成され
ます。

■ ユーザーは、非永続キューからはデキューできません。非永続キューからメッセージを
取り出すには、OCI通知メカニズムを使用する方法しかありません（ 6-49ページの 
「通知を登録する」を参照してください）。

■ 非永続キューには、listen コールを起動できません（ 6-18ページの「1個（複数個）
のキューをリスニングする」を参照してください）。

■ 非永続キューには、ルールベースのサブスクリプションはできません。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて非永続非永続非永続非永続キキキキューをューをューをューを作作作作成する成する成する成する
/* Create a non-persistent single-consumer queue (Note: this is not preceded by
   creation of a queue table) */ 

表表表表 4-6  DBMS_AQADM.CREATE_NP_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

作成する非永続キューの名前を指定します。名前は、スキーマ内で一意で、予約語
に関しては『Oracle8i SQL リファレンス』のオブジェクト名規則に従う必要があり
ます

multiple_consumers

(IN BOOLEAN)

FALSE: 表内に作成されたキューでは、1つのメッセージを 1つのコンシューマのみ
がデキューできます。これがデフォルトです。

TRUE: 表内に作成されたキューでは、1つのメッセージを複数のコンシューマがデ
キューできます。

非永続キューは、ユーザー作成のどのキュー表からもこの特性を継承しないため、
multi_consumers パラメータはキュー・レベルで識別されることに注意してくだ
さい。

comment

(IN VARCHAR2)

キューに関するユーザー指定の説明です。このユーザー・コメントは、キュー・カ
タログに追加されます。
管理インタフェース : 基本操作 4-23



非永続キューを作成する
EXECUTE dbms_aqadm.create_np_queue( 
   Queue_name           => ’Singleconsumersmsg_npque’,  
   Multiple_consumers   => FALSE);  
 
/* Create a non-persistent multi-consumer queue (Note: this is not preceded by
   creation of a queue table) */ 
EXECUTE dbms_aqadm.create_np_queue( 
   Queue_name           => ’Multiconsumersmsg_npque’,  
   Multiple_consumers   => TRUE); 
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キューを変更する
管理インタフェース : 基本操作 4-25

キキキキューューューューをををを変更変更変更変更すすすするるるる

図図図図 4-8  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーーを変を変を変を変更更更更すすすするるるる
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キューを変更する
用用用用途途途途 :
キューの既存のプロパティを変更します。変更できるのは、max_retries 、retry_delay
および retention_time のみです。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ALTER_QUEUE (
   queue_name        IN    VARCHAR2,
   max_retries       IN    NUMBER default NULL,
   retry_delay       IN    NUMBER default NULL,
   retention_time    IN    NUMBER default NULL,
   auto_commit       IN    BOOLEAN default TRUE,
   comment           IN    VARCHAR2 default NULL);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

表表表表 4-7  DBMS_AQADM.ALTER_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

変更するキューの名前を指定します。

max_retries

(IN NUMBER)

REMOVEモードでの、メッセージに対するデキューの試行回数を制限します。回数
のカウントは、アプリケーションがデキュー実行後にロールバックを発行するたび
に増加します。再試行の時刻が期限切れ時刻を過ぎると、再試行はそれ以上行われ
ません。デフォルトは NULLで、現在の値が変更されないことを意味します。max_
retries は、すべての単一コンシューマ・キューおよび 8.1互換の複数コンシュー
マ・キューではサポートされますが、8.0互換の複数コンシューマ・キューではサ
ポートされないことに注意してください。

retry_delay

(IN NUMBER)

アプリケーションのロールバック後、このメッセージの処理を再度スケジュールす
るまでの遅延時間を秒単位で指定します。デフォルトは NULLで、現在の値が変更
されないことを意味します。retry_delay は、単一コンシューマ・キューおよび
8.1互換の複数コンシューマ・キューではサポートされますが、8.0互換の複数コン
シューマ・キューではサポートされないことに注意してください。
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キューを変更する
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ 保存されているメッセージを見るには、メッセージ IDによってデキューするか SQLを

使用します。

■ 非永続キューでは、コメント・フィールドのみ変更可能です。

■ max_retries 、retention 、retry_delay および retry_count は、非永続キュー
ではサポートされていないことに注意してください。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキューをををを変更す変更す変更す変更するるるる
/* Alter queue to change retention time, saving messages for 1 day after
   dequeueing:  */
EXECUTE dbms_aqadm.alter_queue ( 
   queue_name        => ’aq.Anothermsg_queue’, 
   retention_time    => 86400);

retention_time

(IN NUMBER)

メッセージがキューからデキューされた後に、キュー表内に保存される秒数を指定
します。デフォルトは NULLで、この値が変更されないことを意味します。

auto_commit

(IN BOOLEAN)

TRUE: 現行のトランザクションが存在する場合、ALTER_QUEUE操作が実行される
前にコミットされます。この操作は、コールが戻ると永続性が保証されます。これ
がデフォルトです。

FALSE: 操作は現行トランザクションの一部とされ、コール元からコミットが発行
された場合にのみ永続性が保証されます。

注意 : このパラメータはあまり利用されていません。

comment

(IN VARCHAR2)

キューに関するユーザー指定の説明です。このユーザー・コメントは、キュー・カ
タログに追加されます。デフォルト値は NULLで、その値が変更されないことを意
味します。

表表表表 4-7  DBMS_AQADM.ALTER_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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キューを削除する
キキキキューューューューをををを削除削除削除削除すすすするるるる

図図図図 4-9  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーーを削を削を削を削除除除除すすすするるるる

用用用用途途途途 :
既存のキューを削除します。あらかじめ STOP_QUEUEがコールされ、そのキューに対する
エンキューおよびデキューの両方が使用禁止にされていない限り、DROP_QUEUEは許可され
ません。キュー・データはすべて、削除操作の一部として削除されます。

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キューを削除する
構構構構文文文文 :

DBMS_AQADM.DROP_QUEUE (
   queue_name        IN    VARCHAR2,
   auto_commit       IN    BOOLEAN default TRUE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 : 

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキューをををを削除す削除す削除す削除するるるる

標標標標準準準準キュキュキュキューーーーをををを削削削削除す除す除す除するるるる
/* Stop the queue preparatory to dropping it (a queue may be dropped only after
   it has been succesfully stopped for enqueing and dequeing): */ 
EXECUTE dbms_aqadm.stop_queue (  
   Queue_name        => ’aq.Msg_queue’);   
 
/* Drop queue: */  
EXECUTE dbms_aqadm.drop_queue (  
   Queue_name         => ’aq.Msg_queue’);   

非非非非永永永永続キ続キ続キ続キュュュューーーーをををを削除削除削除削除するするするする
EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE( queue_name => 'Nonpersistent_singleconsumerq1');
EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE( queue_name => 'Nonpersistent_multiconsumerq1');

表表表表 4-8  DBMS_AQADM.DROP_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説明説明説明説明

queue_name

(IN VARCHAR2)

削除するキューの名前を指定します。

auto_commit

(IN BOOLEAN)

TRUE: 現行のトランザクションが存在する場合、DROP_QUEUE操作が実行される
前にコミットされます。この操作は、コールが戻ると永続性が保証されます。こ
れがデフォルトです。

FALSE: 操作は現行トランザクションの一部とされ、コール元からコミットが発行
された場合にのみ永続性が保証されます。

注意 : このパラメータはあまり利用されていません。
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キューを開始する
キキキキューューューューをををを開始開始開始開始すすすするるるる

図図図図 4-10  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーをををを開開開開始始始始するするするする

用用用用途途途途 : 
指定したキューに対するエンキューまたはデキュー、あるいはその両方を使用可能にしま
す。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.START_QUEUE ( 
   queue_name      IN     VARCHAR2,
   enqueue         IN     BOOLEAN default TRUE,
   dequeue         IN     BOOLEAN default TRUE)

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キューを開始する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
管理者は、キューを作成した後、START_QUEUEを使用してそのキューを使用可能にする必
要があります。デフォルトでは、ENQUEUEおよび DEQUEUEの両方を使用可能にします。例
外キューに対しては、デキュー操作のみが可能です。この操作は、コールが完了し、コール
にトランザクションの特性が一切ない場合にのみ有効になります。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADMパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用してキしてキしてキしてキュュュューを開ーを開ーを開ーを開始始始始するするするする
/* Start a queue and enable both enqueue and dequeue: */
EXECUTE dbms_aqadm.start_queue (
   queue_name         => ’Msg_queue’);

/* Start a previously stopped queue for dequeue only */ 
EXECUTE dbms_aqadm.start_queue ( 
   queue_name         => ’aq.msg_queue’, 
   dequeue            => TRUE, 
   enqueue            => FALSE); 

表表表表 4-9  DBMS_AQADM.START_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

使用可能にするキューの名前を指定します。

enqueue

(IN BOOLEAN)

このキューに対して、ENQUEUEを使用可能にするかどうかを指定します。

TRUE: ENQUEUEを使用可能にします。これがデフォルトです。

FALSE: 現行の設定を変更しません。

dequeue

(IN BOOLEAN)

このキューに対して、DEQUEUEを使用可能にするかどうかを指定します。

TRUE: DEQUEUEを使用可能にします。これがデフォルトです。

FALSE: 現行の設定を変更しません。
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キューを停止する
キキキキューューューューをををを停止停止停止停止すすすするるるる

図図図図 4-11  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーをををを停停停停止止止止するするするする

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キューを停止する
用用用用途途途途 :
指定したキューに対するエンキューまたはデキュー、あるいはその両方を使用禁止にしま
す。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.STOP_QUEUE (   
   queue_name      IN   VARCHAR2,
   enqueue         IN   BOOLEAN default TRUE,
   dequeue         IN   BOOLEAN default TRUE,
   wait            IN   BOOLEAN default TRUE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
デフォルトでは、このコールによって ENQUEUEおよび DEQUEUEの両方が使用禁止になり
ます。キューは、それに対する未完了のトランザクションが存在する場合には停止できませ

表表表表 4-10  DBMS_AQADM.STOP_QUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

使用禁止にするキューの名前を指定します。

enqueue

(IN BOOLEAN)

このキューに対して、ENQUEUEを使用禁止にするかどうかを指定します。

TRUE: ENQUEUEを使用禁止にします。これがデフォルトです。

FALSE: 現行の設定を変更しません。

dequeue

(IN BOOLEAN)

このキューに対して、DEQUEUEを使用禁止にするかどうかを指定します。

TRUE: DEQUEUEを使用禁止にします。これがデフォルトです。

FALSE: 現行の設定を変更しません。

wait

(IN BOOLEAN)

wait パラメータにより、未完了のトランザクションが完了するまで待機するかどうか
を指定できます。

TRUE: 未完了のトランザクションがある場合には待機します。この状態では、新しい
トランザクションがこのキューに対してエンキューまたはデキューすることは許され
ません。

FALSE: 正常またはエラー状態で即時に復帰します。
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キューを停止する
ん。この操作は、コールが完了し、コールにトランザクションに関する特性が一切ない場合
にのみ有効になります。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキューをををを停止す停止す停止す停止するるるる
/* Stop the queue: */ 
EXECUTE dbms_aqadm.stop_queue (  
   queue_name        => ’aq.Msg_queue’);   
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システム権限を付与する
シシシシステステステステムムムム権限権限権限権限をををを付与付与付与付与すすすするるるる

図図図図 4-12  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : シシシシスススステテテテムムムム権権権権限限限限を付を付を付を付与与与与すすすするるるる

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

あらゆる�
キューへの�
エンキュー権を�
付与する�

OR

OR

デフォルトは�
FALSE

権限受領者を�
指定する�

ADMIN�
オプションを�
設定する�

システム�
権限を�

GRANTする�

あらゆる�
管理操作を�
実行できる�

あらゆる�
キューからの�
デキュー権を�
付与する�

あらゆる�
キューの�
管理権を�
付与する�
管理インタフェース : 基本操作 4-35



システム権限を付与する
用用用用途途途途 : 
ユーザーおよびロールに AQシステム権限を付与します。この権限とは、ENQUEUE_ANY、
DEQUEUE_ANYおよび MANAGE_ANYです。最初は、SYSおよび SYSTEMのみがこのプロ
シージャを正常に使用できます。

構構構構文文文文 : 
DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE(
   privilege         IN    VARCHAR2,
   grantee           IN    VARCHAR2,
   admin_option      IN    BOOLEAN := FALSE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててシステシステシステシステムムムム権限を権限を権限を権限を付付付付与する与する与する与する
/* User AQADM grants the rights to enqueue and dequeue to ANY queues: */  

表表表表 4-11  DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

privilege 

(IN VARCHAR2)

付与する AQシステム権限を指定します。

オプションは、ENQUEUE_ANY、DEQUEUE_ANYおよび MANAGE_ANYです。

各システム権限によって、次のような操作が実行可能になります。

    ENQUEUE_ANY: この権限を付与されたユーザーは、データベースのあらゆるキューに
メッセージをエンキューできます。

    DEQUEUE_ANY: この権限を付与されたユーザーは、データベースのあらゆるキューから
メッセージをデキューできます。

    MANAGE_ANY: この権限を付与されたユーザーは、データベースのあらゆるキューに
DBMS_AQADMコールを実行できます。

grantee

(IN VARCHAR2)

権限受領者を指定します。権限受領者は、ユーザー、ロールまたは PUBLICロールです。

admin_option

(IN BOOLEAN)

システム権限が、ADMINオプションとともに付与されるかどうかを指定します。その権限
が ADMINオプションとともに付与された権限受領者は、このプロシージャを使用して他の
ユーザーまたはロールにシステム権限を付与できるようになります。

デフォルトは FALSEです。
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システム権限を付与する
CONNECT aqadm/aqadm; 
EXECUTE DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE(
   privilege          =>    ’ENQUEUE_ANY’, 
   grantee            =>    ’Jones’, 
   admin_option       =>     FALSE);
EXECUTE DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE(
   privilege          =>     ’DEQUEUE_ANY’, 
   grantee            =>     ’Jones’, 
   admin_option       =>      FALSE);

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

CONNECT system/manager;
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm; 
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqadm;
GRANT Aq_administrator_role TO aqadm;
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システム権限を取り消す
シシシシステステステステムムムム権限権限権限権限をををを取り取り取り取り消消消消すすすす

図図図図 4-13  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : シシシシスススステテテテムムムム権権権権限限限限を取を取を取を取りりりり消消消消すすすす

用用用用途途途途 :
ユーザーおよびロールの AQシステム権限を取り消します。この権限とは、ENQUEUE_ANY、
DEQUEUE_ANYおよび MANAGE_ANYです。システム権限の ADMINオプションを選択的に取
り消すことはできません。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE(
   privilege         IN   VARCHAR2,
   grantee           IN   VARCHAR2);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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システム権限を取り消す
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててシステシステシステシステムムムム権限を権限を権限を権限を取取取取り消すり消すり消すり消す
/* To revoke the DEQUEUE_ANY system privilege from Jones. */
CONNECT system/manager;
   execute DBMS_AQADM.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE(privilege=>’DEQUEUE_ANY’, 
                             grantee=>’Jones’);

表表表表 4-12  DBMS_AQADM.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

privilege 

(IN VARCHAR2)

取り消す AQシステム権限を指定します。

オプションは、ENQUEUE_ANY、DEQUEUE_ANYおよび MANAGE_ANYです。

システム権限の ADMINオプションを選択的に取り消すことはできません。

grantee

(IN VARCHAR2)

権限受領者を指定します。権限受領者は、ユーザー、ロールまたは PUBLICロールです。
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キュー権限を付与する
キキキキューューューュー権権権権限を限を限を限を付付付付与す与す与す与するるるる

図図図図 4-14  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーー権権権権限限限限をををを付与付与付与付与すすすするるるる

用用用用途途途途 :
ユーザーおよびロールに、ENQUEUEまたは DEQUEUEのキュー権限を付与します。最初は、
キュー表の所有者のみがキュー権限を付与するプロシージャを使用できます。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE(
   privilege        IN    VARCHAR2,
   queue_name       IN    VARCHAR2,

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キュー権限を付与する
   grantee          IN    VARCHAR2,
   grant_option     IN    BOOLEAN := FALSE);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキュー権権権権限を付限を付限を付限を付与与与与するするするする
/* User grants the access right for both enqueue and dequeue rights using
   DBMS_AQADM.GRANT. */ 
EXECUTE DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE (
   privilege     =>     ’ALL’, 
   queue_name    =>     ’aq.multiconsumermsg81_queue’,
   grantee       =>     ’Jones’, 
   grant_option  =>      TRUE);   
   

表表表表 4-13  DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

privilege 

(IN VARCHAR2)

付与する AQキュー権限を指定します。

オプションは、ENQUEUE、DEQUEUEおよび ALLです。ALLは、ENQUEUEと DEQUEUEの
両方を意味します。

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

grantee

(IN VARCHAR2)

権限受領者を指定します。権限受領者は、ユーザー、ロールまたは PUBLICロールです。

grant_option

(IN BOOLEAN)

キューにアクセスする権限が、GRANTオプションとともに付与されるかどうかを指定しま
す。その権限が GRANTオプションとともに付与された権限受領者は、このプロシージャを
使用して、キュー表の所有者にかかわりなく他のユーザーまたはロールにアクセス権限を
付与できるようになります。

デフォルトは FALSEです。
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キュー権限を取り消す
キキキキューューューュー権権権権限を限を限を限を取取取取り消り消り消り消すすすす

図図図図 4-15  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーー権権権権限限限限をををを取り取り取り取り消消消消すすすす

用用用用途途途途 :
ユーザーおよびロールのキュー権限を取り消します。この権限とは、ENQUEUEまたは
DEQUEUEです。

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

エンキュー�
権限を取り消す�

デキュー�
権限を取り消す�

OR

OR

権限受領者を�
指定する�

キュー名を�
指定する�

すべての�
権限を取り消す�

エンキューおよび�
デキューが不能�

キュー権限を�
REVOKEする�

�

4-42 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



キュー権限を取り消す
構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.REVOKE_QUEUE_PRIVILEGE(
   privilege         IN      VARCHAR2,
   queue_name        IN      VARCHAR2,
   grantee           IN      VARCHAR2);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
権限を取り消すユーザーは、取消の対象となる権限の付与者である必要があります。GRANT
オプションによって伝播された権限は、伝播させた付与者の権限が取り消されたときに取り
消されます。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキュー権権権権限を取限を取限を取限を取りりりり消す消す消す消す
/* User can revoke the dequeue right of a grantee on a specific queue 
   leaving the grantee with only the enqueue right: */ 
CONNECT scott/tiger; 
EXECUTE DBMS_AQADM.REVOKE_QUEUE_PRIVILEGE(
   privilege     =>     ’DEQUEUE’, 
   queue_name    =>     ’scott.ScottMsgs_queue’, 
   grantee       =>     ’Jones’); 

表表表表 4-14  DBMS_AQADM.REVOKE_QUEUE_PRIVILEGE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

privilege 

(IN VARCHAR2)

取り消す AQキュー権限を指定します。

オプションは、ENQUEUE、DEQUEUEおよび ALLです。ALLは、ENQUEUEと DEQUEUEの
両方を意味します。

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

grantee

(IN VARCHAR2)

権限受領者を指定します。権限受領者は、ユーザー、ロールまたは PUBLICロールです。
GRANTオプションによって権限受領者から権限が伝播されている場合、伝播された権限も
取り消されます。
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サブスクライバを追加する
ササササブスブスブスブスククククライライライライババババを追を追を追を追加加加加するするするする

図図図図 4-16  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ササササブブブブススススククククラララライイイイバをバをバをバを追追追追加加加加すすすするるるる
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サブスクライバを追加する
用用用用途途途途 :
デフォルトのサブスクライバをキューに追加します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(
   queue_name     IN    VARCHAR2,
   subscriber     IN    aq$_agent,
   rule           IN    VARCHAR2 default NULL);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注の注の注の注意意意意 :
■ プログラムから特定の受信者リストまたはデフォルトのサブスクライバ・リストに、

メッセージをエンキューできます。この操作は、複数コンシューマに対応したキューに
対してのみ正常に実行できます。この操作はただちに有効となり、この操作を含んでい
るトランザクションはコミットされます。このコールが完了した後に実行されるエン
キュー要求には、新しい動作が反映されます。

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

表表表表 4-15  DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

subscriber

(IN aq$_agent)

サブスクリプションを定義するエージェントを指定します（3-5ページの「エージェン
ト」の定義を参照してください）。

rule

(IN VARCHAR2)

メッセージ・プロパティ、メッセージ・データ・プロパティおよび PL/SQLファンク
ションに関する条件式を指定します。ルールは、SQL問合せのWHERE句に似た構文を
使用するブール式で定義されます。このブール式にはメッセージ・プロパティ、ユー
ザー・データ・プロパティ（オブジェクト・ペイロードのみ）および PL/SQLファンク
ションまたは SQL関数（SQL問合せのWHERE句において指定される）を含むことがで
きます。現在、サポートされているメッセージ・プロパティは priority および
corrid です。メッセージ・ペイロード（オブジェクト・ペイロード）に関するルール
を指定するためには、オブジェクト型の属性を使用します。ペイロードを保存している
キュー表の特定の列を示す修飾子として、各属性に tab.user_data を接頭辞として付
ける必要があります。rule パラメータの文字数は、4000までです。
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サブスクライバを追加する
■ 次のように、ルール内の文字列はすべて引用符で囲まれることに注意してください。

rule   => ’PRIORITY <= 3 AND CORRID =  ’’FROM JAPAN’’’
 

すべて一重引用符を使用することに注意してください。

 

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててサブスサブスサブスサブスククククライバライバライバライバをををを追加す追加す追加す追加するるるる
/* Anonymous PL/SQL block for adding a subscriber at a designated queue in a 
designated schema at a database link: */ 
DECLARE 
   subscriber          aq$_agent; 
BEGIN 
   subscriber := aq$_agent (’subscriber1’, ’aq2.msg_queue2@london’, null); 
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(
     queue_name         => ’aq.multi_queue’, 
      subscriber            =>  subscriber);
 END; 

/* Add a subscriber with a rule: */ 
DECLARE 
   subscriber       aq$_agent; 
BEGIN 
   subscriber := aq$_agent(’subscriber2’, ’aq2.msg_queue2@london’, null); 
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(
     queue_name         =>  ’aq.multi_queue’, 
      subscriber            =>    subscriber, 
      rule                  =>    ’priority < 2’); 
END; 

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててルールルールルールルールベベベベースのースのースのースのササササブスクブスクブスクブスクラララライバイバイバイバをををを
追加追加追加追加すすすするるるる

DECLARE 
   subscriber          aq$_agent; 
BEGIN 
   subscriber :=  aq$_agent('East_Shipping','ES.ES_bookedorders_que',null); 
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(
      queue_name           => 'OE.OE_bookedorders_que', 
      subscriber           => subscriber, 
      rule                 => 'tab.user_data.orderregion =  ''EASTERN'' OR 
                              (tab.user_data.ordertype =  ''RUSH'' AND 
                               tab.user_data.customer.country = ''USA'') '); 
END; 
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サブスクライバを変更する
ササササブスブスブスブスククククライライライライババババを変を変を変を変更更更更するするするする

図図図図 4-17  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ササササブブブブススススククククラララライイイイバをバをバをバを変変変変更更更更すすすするるるる
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サブスクライバを変更する
用用用用途途途途 :
指定されたキューのサブスクライバの既存のプロパティを変更します。ルールのみを変更で
きます。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ALTER_SUBSCRIBER(
   queue_name     IN    VARCHAR2,
   subscriber     IN    aq$_agent
   rule           IN    VARCHAR2);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

表表表表 4-16  DBMS_AQADM.ALTER_SUBSCRIBER

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

subscriber

(IN aq$_agent)

変更されるサブスクリプションを定義したエージェントです（3-5ページの「エージェ
ント」の定義を参照してください）。

rule

(IN VARCHAR2)

メッセージ・プロパティ、メッセージ・データ・プロパティおよび PL/SQL関数に関す
る条件式を指定します。rule パラメータの文字数は、4000までです。ルールを排除す
るには、rule パラメータに NULLを設定します。
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サブスクライバを変更する
例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててサブスサブスサブスサブスククククライバライバライバライバをををを変更す変更す変更す変更するるるる

/* Add a subscriber with a rule: */ 
DECLARE 
   subscriber       aq$_agent; 
BEGIN 
   subscriber := aq$_agent(’SUBSCRIBER1’, ’aq2.msg_queue2@london’, null); 
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(
      queue_name         =>    ’aq.msg_queue’, 
      subscriber         =>     subscriber, 
      rule               =>    ’priority < 2’); 
END; 
/* Change rule for subscriber: */ 
DECLARE 
   subscriber          aq$_agent; 
BEGIN 
   subscriber := aq$_agent(’SUBSCRIBER1’, ’aq2.msg_queue2@london’, null); 
   DBMS_AQADM.ALTER_SUBSCRIBER(
      queue_name         =>    ’aq.msg_queue’, 
      subscriber         =>     subscriber, 
      rule              =>     ’priority = 1’); 
END; 

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   queue_table            => ’aq.multi_qtab’,
   multiple_consumers     => TRUE,
   queue_payload_type     => ’aq.message_typ’,
   compatible             => ’8.1.5’);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
   queue_name             =>  ’multi_queue’,
   queue_table            => ’aq.multi_qtab’);
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サブスクライバを削除する
ササササブスブスブスブスククククライライライライババババを削を削を削を削除除除除するするするする

図図図図 4-18  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ササササブブブブススススククククラララライイイイバをバをバをバを削削削削除除除除すすすするるるる
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サブスクライバを削除する
用用用用途途途途 :
デフォルトのサブスクライバをキューから取り消します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.REMOVE_SUBSCRIBER(
    queue_name         IN         VARCHAR2,
    subscriber         IN         aq$_agent);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
この操作はただちに有効となり、この操作を含んでいるトランザクションはコミットされま
す。既存メッセージ内のこのサブスクライバに対する参照はすべて、操作の一部として取り
消されます。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててサブスサブスサブスサブスククククライバライバライバライバをををを削除す削除す削除す削除するるるる
DECLARE
   subscriber       aq$_agent;
BEGIN
   subscriber := aq$_agent(’subscriber1’,’aq2.msg_queue2’, NULL);
   DBMS_AQADM.REMOVE_SUBSCRIBER(
      queue_name => ’aq.multi_queue’,
      subscriber => subscriber);
END;

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

表表表表 4-17  

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

subscriber

(IN aq$_agent)

サブスクリプションを削除されるエージェントです（3-5ページの「エージェント」
を参照してください）。
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キューからの伝播をスケジュールする
キキキキューューューューかかかからのらのらのらの伝伝伝伝播を播を播を播をススススケジケジケジケジュュュュールールールールすすすするるるる

図図図図 4-19  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーかかかかららららのののの伝播伝播伝播伝播ををををススススケケケケジュジュジュジューーーールルルルすすすするるるる
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キューからの伝播をスケジュールする
用用用用途途途途 :
あるキューから特定の dblink で識別される宛先へのメッセージ伝播をスケジュールしま
す。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name      IN    VARCHAR2,
   destination     IN    VARCHAR2 default NULL,
   start_time      IN    DATE default SYSDATE,
   duration        IN    NUMBER default NULL,
   next_time       IN    VARCHAR2 default NULL,
   latency         IN    NUMBER default 60);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :   
     

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」

表表表表 4-18  DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージがあるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指定しま
す。スキーマ名を指定しない場合は、管理ユーザーのスキーマ名がデフォルトにな
ります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblink を指定します。この宛先の受信者にソース・キューのメッセージが
伝播されます。NULLの場合、宛先はローカル・データベースであり、メッセージ
はローカル・データベースの他のキューに伝播します。このフィールドの長さは現
在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場合、デフォル
トのドメイン名が使用されます。

start_time

(IN DATE)

ソース・キューから宛先に送られるメッセージ用の伝播枠の最初の開始時刻を指定
します。
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キューからの伝播をスケジュールする
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
宛先に NULLを指定すると、メッセージは同じデータベース内の他のキューに伝播されま
す。同じ宛先に複数の受信者を持つ場合、（キューが同じでも異なっても）メッセージは、
すべての受信者に同時に伝播されます。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて伝播を伝播を伝播を伝播をススススケジュケジュケジュケジューーーールするルするルするルする

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら同じ同じ同じ同じデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ををををスケスケスケスケジジジジューューューュー
ルルルルすすすするるるる
/* Schedule propagation from queue aq.q1def to other queues in the same 
   database  */

duration

(IN NUMBER)

伝播枠の継続期間を秒で指定します。NULL値は、伝播スケジュールが取り消され
ない限り、伝播枠が永続するという意味です。

next_time

(IN VARCHAR2)

現在の伝播枠の終了から次の枠の開始を計算する日付関数です。この値が NULLで
ある場合、伝播は現行の枠の終了時に停止します。たとえば、毎日同時刻に枠を開
始するには、next_time には、「SYSDATE + 1 - duration/86400」と指定します。

latency

(IN NUMBER)

伝播枠で、あるメッセージがエンキューされてから伝播されるまでの、最大待機時
間（秒）です。たとえば、待機時間が 60秒で、その伝播枠の継続中に伝播する
メッセージがない場合は、そのキューからその宛先へのメッセージは少なくとも 60
秒間は伝播されません。指定の宛先に伝播されるメッセージをキューが再びチェッ
クするまで、少なくとも 60秒かかります。待機時間が 600の場合、キューは 10分
間チェックされません。待機時間が 0の場合は、ジョブ・キュー・プロセスは、宛
先にメッセージがエンキューされるのを待機し、エンキューされたメッセージはす
ぐに伝播されます。

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   queue_table        => ’aq.objmsgs_qtab’, 
   queue_payload_type => ’aq.message_typ’,
   multiple_consumers => TRUE);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
   queue_name         => ’aq.q1def’,
   queue_table        => ’aq.objmsgs_qtab’);

表表表表 4-18  DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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キューからの伝播をスケジュールする
EXECUTE DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’); 
  

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら別の別の別の別のデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ををををスケスケスケスケジジジジューューューュー
ルルルルすすすするるるる
/* Schedule a propagation from queue aq.q1def to other queues in another 
   database */
EXECUTE DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’, 
   Destination   =>    ’another_db.world’); 
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キューの伝播スケジュールを解除する
キキキキューューューューのののの伝播伝播伝播伝播ススススケジケジケジケジュュュュールールールールをををを解除解除解除解除すすすするるるる

図図図図 4-20  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーのののの伝伝伝伝播播播播スケスケスケスケジジジジュュュューーーールをルをルをルを解解解解除除除除すすすするるるる

用用用用途途途途 :
以前にスケジュールされた、あるキューから特定の dblink で識別される宛先に対して設定
されていたメッセージ伝播スケジュールを解除します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name         IN   VARCHAR2,
   destination        IN   VARCHAR2 default NULL);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キューの伝播スケジュールを解除する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて伝播ス伝播ス伝播ス伝播スケケケケジュージュージュージュールルルルを解除を解除を解除を解除すすすするるるる

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら同じ同じ同じ同じデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを解解解解除す除す除す除するるるる
/* Unschedule propagation from queue aq.q1def to other queues in the same  
   database: */
EXECUTE DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(queue_name => ’aq.q1def’); 

 ああああるキるキるキるキュュュューーーーかかかから別ら別ら別ら別ののののデデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス内内内内の他の他の他の他ののののキキキキュュュューへーへーへーへのののの伝伝伝伝播播播播スケスケスケスケジジジジューューューュー
ルルルルをををを解除解除解除解除するするするする
/* Unschedule propagation from queue aq.q1def to other queues in another 
   database reached by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(
   Queue_name    =>   ’aq.q1def’, 
   Destination   =>   ’another_db.world’); 

表表表表 4-19  DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージが含まれるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指
定します。スキーマ名を指定しない場合は、管理ユーザーのスキーマ名がデフォ
ルトになります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblink を指定します。この宛先の受信者にソース・キューのメッセージ
が伝播されます。NULLの場合、宛先はローカル・データベースであり、メッセー
ジはローカル・データベースの他のキューに伝播します。このフィールドの長さ
は現在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場合、デ
フォルトのドメイン名が使用されます。
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キュー・タイプを検証する
キキキキューューューュー・・・・タイタイタイタイププププを検を検を検を検証証証証するするするする

図図図図 4-21  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーー・・・・タタタタイイイイプをプをプをプを検検検検証証証証すすすするるるる

用用用用途途途途 :
ソースおよび宛先に同じ型のキューがないか検証します。検証の結果は、aq$_Message_
types 表に格納され、以前にこのコマンドから出力された結果はすべて上書きされます。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.VERIFY_QUEUE_TYPES(
   src_queue_name    IN    VARCHAR2,
   dest_queue_name   IN    VARCHAR2,
   destination       IN    VARCHAR2 default NULL,
   rc                OUT   BINARY_INTEGER);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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キュー・タイプを検証する
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用しててててキューキューキューキュー・・・・タイプタイプタイプタイプをををを検証す検証す検証す検証するるるる

/*  Verify if the source and destination queues have the same type. The 
    function has the side effect of inserting/updating the entry for the source 
    and destination queues in the dictionary table AQ$_MESSAGE_TYPES */ 
DECLARE 
rc      BINARY_INTEGER; 
BEGIN 
/* Verify if the queues aq.q1def and aq.q2def in the local database 
   have the same payload type */ 
   DBMS_AQADM.VERIFY_QUEUE_TYPES(
     src_queue_name     => ’aq.q1def’, 
     dest_queue_name  => ’aq.q2def’,
     rc               => rc); 
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rc);
END;

表表表表 4-20  DBMS_AQADM.VERIFY_QUEUE_TYPES

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

src_queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージが含まれるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指定します。
スキーマ名を指定しない場合は、ユーザーのスキーマ名がデフォルトになります。

dest_queue_name

(IN VARCHAR2)

メッセージが伝播される宛先キューの名前（スキーマ名を含む）を指定します。スキーマ名
を指定しない場合は、ユーザーのスキーマ名がデフォルトになります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblink を指定します。宛先キューは dblink に指定されているデータベースにあり
ます。NULLの場合、宛先キューはソース・キューと同じデータベースになります。この
フィールドの長さは現在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場
合、デフォルトのドメイン名が使用されます。

rc

(OUT BINARY_
INTEGER)

プロシージャのリターン・コードです。エラーがなく、ソースと宛先キューのタイプが一致
する場合は 1で、一致しない場合は 0です。Oracleエラーが発生した場合は、そのエラーが
rcに返されます。

注注注注意意意意 : 次のデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE ( 
   queue_name         => ’aq.q2def’,
   queue_table        => ’aq.objmsgs_qtab’);
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伝播スケジュールを変更する
伝伝伝伝播ス播ス播ス播スケケケケジュジュジュジューーーールをルをルをルを変変変変更す更す更す更するるるる

図図図図 4-22  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 伝伝伝伝播播播播ススススケケケケジジジジュュュュールールールールをををを変変変変更更更更するするするする

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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伝播スケジュールを変更する
用用用用途途途途 :
伝播スケジュールのパラメータを変更します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE ( 
   queue_name          IN     VARCHAR2,
   destination         IN     VARCHAR2 default NULL,
   duration            IN     NUMBER default NULL,
   next_time           IN     VARCHAR2 default NULL,
   latency             IN     NUMBER default 60);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 4-21  DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージが含まれるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指定します。
スキーマ名を指定しない場合は、ユーザーのスキーマ名がデフォルトになります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblinkを指定します。宛先キューは dblinkに指定されているデータベースにありま
す。NULLの場合、宛先キューはソース・キューと同じデータベースになります。この
フィールドの長さは現在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場
合、デフォルトのドメイン名が使用されます。

duration

(IN NUMBER)

伝播枠の継続期間を秒で指定します。NULL値は、伝播スケジュールが取り消されない限り、
伝播枠が永続するという意味です。

next_time

(IN VARCHAR2)

現在の伝播枠の終了から次の枠の開始を計算する日付関数です。この値が NULLである場合、
伝播は現行の枠の終了時に停止します。たとえば、毎日同時刻に枠を開始するには、next_
time には、「SYSDATE + 1 - duration/86400」と指定します。

latency

(IN NUMBER)

その伝播枠で、あるメッセージがエンキューされてから伝播されるまでの、最大待機時間
（秒）です。デフォルト値は 60秒です。注意 : このコールで待機時間が指定されないと、デ
フォルト値によって既存の値が上書きされることになります。

たとえば、待機時間が 60秒で、その伝播枠の継続中に伝播するメッセージがない場合は、そ
のキューからその宛先へのメッセージは少なくとも 60秒間は伝播されません。指定の宛先に
伝播されるメッセージをキューが再びチェックするまで、少なくとも 60秒かかります。待機
時間が 600の場合、キューは 10分間チェックされません。待機時間が 0の場合は、ジョブ・
キュー・プロセスは、宛先にエンキューされるメッセージを待機し、メッセージがエン
キューされるとすぐに伝播します。
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伝播スケジュールを変更する
例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて伝播ス伝播ス伝播ス伝播スケケケケジュージュージュージュールルルルを変更を変更を変更を変更すすすするるるる

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら同じ同じ同じ同じデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを変変変変更す更す更す更するるるる
/* Alter schedule from queue aq.q1def to other queues in the same database */
EXECUTE DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’, 
   Duration      =>    ’2000’, 
   Next_time     =>    ’SYSDATE + 3600/86400’,
   Latency       =>    ’32’); 
 

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら別の別の別の別のデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを変変変変更す更す更す更するるるる
/* Alter schedule from queue aq.q1def to other queues in another database 
reached by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’, 
   Destination   =>    ’another_db.world’, 
   Duration      =>    ’2000’, 
   Next_time     =>    ’SYSDATE + 3600/86400’,
   Latency       =>    ’32’); 
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伝播スケジュールを使用可能にする
伝伝伝伝播ス播ス播ス播スケケケケジュジュジュジューーーールをルをルをルを使使使使用可用可用可用可能能能能にすにすにすにするるるる

図図図図 4-23  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 伝伝伝伝播播播播ススススケケケケジジジジュュュュールールールールをををを使使使使用用用用可能可能可能可能ににににすすすするるるる

用用用用途途途途 :
以前に使用禁止にされた伝播スケジュールを使用可能にします。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULE ( 
   queue_name          IN     VARCHAR2,
   destination         IN     VARCHAR2 default NULL);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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伝播スケジュールを使用可能にする
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて伝播ス伝播ス伝播ス伝播スケケケケジュージュージュージュールルルルを使用を使用を使用を使用可可可可能に能に能に能にすすすす
るるるる

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら同じ同じ同じ同じデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを使使使使用可用可用可用可能能能能ににににすすすするるるる
/* Enable propagation from queue aq.q1def to other queues in the same 
   database */
EXECUTE DBMS_AQADM.ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name   =>   ’aq.q1def’);

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら別の別の別の別のデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを使使使使用可用可用可用可能能能能ににににすすすするるるる
/* Enable propagation from queue aq.q1def to other queues in another 
  database reached by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’, 
   Destination   =>    ’another_db.world’); 

表表表表 4-22  DBMS_AQADM.ENABLE_ PROPAGATION_SCHEDULE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージが含まれるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指定します。
スキーマ名を指定しない場合は、ユーザーのスキーマ名がデフォルトになります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblink を指定します。宛先キューは dblink に指定されているデータベースにあり
ます。NULLの場合、宛先キューはソース・キューと同じデータベースになります。この
フィールドの長さは現在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場
合、デフォルトのドメイン名が使用されます。
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伝播スケジュールを使用禁止にする
伝伝伝伝播ス播ス播ス播スケケケケジュジュジュジューーーールをルをルをルを使使使使用禁用禁用禁用禁止止止止にすにすにすにするるるる

図図図図 4-24  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 伝伝伝伝播播播播ススススケケケケジジジジュュュュールールールールをををを使使使使用用用用禁止禁止禁止禁止ににににすすすするるるる

用用用用途途途途 :
以前に使用可能にされた伝播スケジュールを使用禁止にします。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE ( 
   queue_name      IN     VARCHAR2,
   destination     IN     VARCHAR2 default NULL);

管管管管理理理理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － 基本操作」
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伝播スケジュールを使用禁止にする
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQADM））））をををを使用し使用し使用し使用してててて伝播ス伝播ス伝播ス伝播スケケケケジュージュージュージュールルルルを使用を使用を使用を使用禁禁禁禁止に止に止に止にすすすす
るるるる

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら同じ同じ同じ同じデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内のののの他の他の他の他のキキキキュュュューーーーへのへのへのへの伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュュールールールール
をををを使使使使用禁用禁用禁用禁止止止止ににににすすすするるるる 
/* Disable a propagation from queue aq.q1def to other queues in the same 
   database */
EXECUTE DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name   =>   ’aq.q1def’);

ああああるるるるキュキュキュキューーーーかかかからららら別の別の別の別のデデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内ののののキュキュキュキューーーーへへへへのののの伝播伝播伝播伝播ススススケケケケジジジジューューューュールルルルを使を使を使を使
用用用用禁禁禁禁止に止に止に止にするするするする
/* Disable a propagation from queue aq.q1def to other queues in another 
  database reached by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   Queue_name    =>    ’aq.q1def’, 
   Destination   =>    ’another_db.world’); 

表表表表 4-23  DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

伝播するメッセージが含まれるソース・キューの名前（スキーマ名を含む）を指定します。
スキーマ名を指定しない場合は、ユーザーのスキーマ名がデフォルトになります。

destination

(IN VARCHAR2)

宛先の dblink を指定します。宛先キューは dblink に指定されているデータベースにあり
ます。NULLの場合、宛先キューはソース・キューと同じデータベースになります。この
フィールドの長さは現在最大 128バイトに制限されており、名前が完全な修飾名ではない場
合、デフォルトのドメイン名が使用されます。
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伝播スケジュールを使用禁止にする
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
この項では、メッセージ伝播の問題を診断するためのトラブルシューティングについていく
つか説明します。

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジ履履履履歴歴歴歴 
メッセージが正常に宛先に伝播されると、AQはメッセージ履歴を更新します。メッセージ
履歴は、キュー表にコレクションとして保存されます。管理者は SQL問合せを実行して、
メッセージが伝播されたかどうかを判断できます。たとえば、キュー表 aqadmn.queue_
tab に次の msgidを持つメッセージがあるとします。

          105E7A2EBFF11348E03400400B40F149' 

このメッセージが宛先「boston 」に伝播されたかどうかをチェックするために、次の問合
せを実行できます。

SELECT consumer, transaction_id, deq_time, deq_user, propagated_msgid 
   FROM THE(select cast(history as aq$_dequeue_history_t)  
   FROM adadmn.queue_tab 
      WHERE msgid='105E7A2EBFF11348E03400400B40F149') 
      WHERE consumer LIKE '%BOSTON%'; 
 
transaction_id が NULL以外であれば、メッセージが正常に伝播されたことを示します。
さらに、deq_time は伝播時刻、deq_user は伝播に使用されたユーザー ID、
propagated_msgid は宛先にエンキューされたメッセージの msgidを示します。キュー表
のメッセージを msgidによって検索できない場合、管理者は、メッセージの履歴について例
外キューをチェックできます（例外キューが他のキュー表にある場合）。

伝伝伝伝播播播播スケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルル 
伝播が正常に動作するかどうかを検証するために、DBA_QUEUE_SCHEDULESビューを使用
してスケジュール情報を調べます。エラー・メッセージ・フィールドをチェックして、伝播
中にエラーが起きていないかどうか調べます。エラーが発生していた場合は、そのエラー時
刻およびエラー日付フィールドに、最後のエラーが発生した時刻と日付が表示されます。
ユーザーが問題を解決すると、伝播は再開します。

ユーザーは、スケジュールが使用禁止（DISABLEDフィールドの値が Y）になったかどうか
も判断する必要があります。ユーザーが ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULEを起動して、
スケジュールを使用可能にするとすぐに伝播は再開します。すでにスケジュールが使用可能
になっている場合は、スケジュールがアクティブかどうかを調べます。そのスケジュールに
PROCESS_NAMEが存在する場合は、アクティブです。存在しない場合はスケジュールが非
アクティブということであり、最後の正常な実行が行われた時刻および次に実行される予定
時刻をチェックします。予定されている次の実行までの間隔が開きすぎているときは、その
スケジュールの NEXT_TIMEパラメータを変更して、スケジュールがもっと頻繁に実行され
るようにします（その枠が無制限に設定されていないと仮定します）。
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伝播スケジュールを使用禁止にする
スケジュールのパラメータは、ALTER_PROPAGATION_SCHEDULEコールを使用して変更で
きます。スケジュールがアクティブな場合、ソース・キューには伝播の必要なメッセージが
1つもないことがあります。

デデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス・・・・リンリンリンリンクククク 
伝播が失敗するポイントはいくつかあります。

■ 宛先へのネットワーク接続が可能かどうかという観点から、宛先が到達可能であるかど
うかを判断する必要があります。単純な分散問合せを実行するか、または同じ接続文字
列を持つ接続記述子を作成して、リモート・データベースへの接続を試行することで判
断できます。

■ （dbms_aqadm.schedule_propagation を使用して）伝播をスケジュールしたユー
ザー IDが、宛先のデータベース・リンクにアクセスできることを確認する必要があり
ます。

■ データベース・リンクを介して宛先にログインするために使用されたユーザー IDが、
AQ使用の権限を付与されているかどうかを検証してください。

■ aq$_agent型のアドレス属性（ソース・キューのサブスクライバ・リストまたはエン
キュー元の受信者リスト）に指定されているキュー名が、（a）特定の宛先に存在してい
るか（b）エンキューが可能か、の両方についてチェックしてください。これらのエ
ラーおよびプロパゲータが直面したその他のエラーは、$ORACLE_HOME/logディレク
トリの job_queueプロセスで作成されるトレース・ファイルに記録されます。

 

型型型型ののののチェチェチェチェッッッックククク 
AQは、ペイロード型が等しくないキューの間でメッセージを伝播しません。管理者は、
DBMS_AQADM.VERIFY_QUEUE_TYPESプロシージャを実行して、ソースと宛先のペイロー
ド型が合致するかどうかを検証できます。型チェックの結果は、aq$_message_types 表
に格納されます。この表には、ソース・キューの OIDおよび宛先キューのアドレス（つま
り、[schema.]queue_name[@destination] ）を使用してアクセスできます。
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管理インタフェース : ビ
5

管管管管理理理理インタインタインタインタフフフフェーェーェーェースススス : ビビビビューューューュー

この章では、ユースケースと状態図を組み合せた複合図に沿ってビューの管理インタフェー
スを説明します。つまり、ユースケースでは各ビューを代表的な操作（たとえば、「データ
ベース内のすべてのキュー表を選択する」）に沿って説明します。状態図では、各ビューの
各属性の状態を表します。どの属性（列）も、状態は visible（参照可能）または invisible
（参照不可）のどちらかです。

章の先頭に全ユースケースの一覧表があります（「ユースケース・モデル : 管理インタフェー
ス－ ビュー」）。すべてのユースケースを 1つにまとめた「ユースケース図 :管理者インタ
フェース － ビュー」という図も用意されています。HTML版のマニュアルをご使用の場合、
この図の中の関連するユースケース・タイトルをクリックすることで、関心のあるユース
ケースに移動することができます。

個々のユースケースは次のように配置されています。

■ ユースケースを表す図（図の見方は、「はじめに」を参照）

■ 構文のリスト
ュー 5-1



ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー
ユユユユースースースースケケケケースースースース・・・・モデモデモデモデルルルル : 管管管管理イ理イ理イ理インンンンタフタフタフタフェェェェースースースース －－－－ ビビビビューューューュー
表表表表 5-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース・・・・モモモモデデデデルルルル : 管理管理管理管理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェースースースース －－－－ ビビビビュュュューーーー

ユユユユーーーースケスケスケスケーーーースススス ビビビビュュュュー名ー名ー名ー名

5-4ページの「データベース内のキュー表をすべて選択する」 DBA_QUEUE_TABLES

5-6ページの 「ユーザーのキュー表を選択する」 ALL_QUEUE_TABLES

5-8ページの「データベース内のキューをすべて選択する」 DBA_QUEUES

5-10ページの「伝播スケジュールをすべて選択する」 DBA_QUEUE_SCHEDULES

5-14ページの「ユーザーが何らかの権限を持っているキューを選択する」 ALL_QUEUES

5-16ページの「ユーザーがキュー権限を持っているキューを選択する」 QUEUE_PRIVILEGES

5-18ページの「キュー表のメッセージを選択する」 AQ$<name of queue table>

5-21ページの「ユーザー・スキーマのキュー表を選択する」 USER_QUEUE_TABLES

5-23ページの「ユーザー・スキーマのキューを選択する」 USER_QUEUES

5-25ページの「ユーザー・スキーマの伝播スケジュールを選択する」 USER_QUEUE_SCHEDULES

5-29ページの「キューのサブスクライバを選択する」 AQ$<name of queue table>_S

5-31ページの「キューのサブスクライバとそのルールを選択する」 AQ$<name of queue table>_R

5-33ページの「データベース全体の、状態ごとのメッセージ数を選択する」 GV$AQ

5-35ページの「特定のインスタンスの、状態ごとのメッセージ数を選択する」 VSAQ
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ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー
図図図図 5-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース・・・・モモモモデデデデルルルル : 管理管理管理管理イイイインンンンタタタタフフフフェェェェースースースース －－－－ ビビビビュュュューーーー
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ALL
QUEUES

QUEUE_
PRIVILEGES

AQ$ <name
of queue
table>

USER_
QUEUE_
SCHEDULES

AQ$<name
of queue 
table>_S

AQ$<name
of queue 
table>_R

データベース�
内のキューを�
すべてSELECT

する�

ユーザーが�
キュー権限を�

持っているキューを�
SELECTする�
管理インタフェース : ビュー 5-3



データベース内のキュー表をすべて選択する
デデデデータータータータベベベベースースースース内内内内のキのキのキのキュュュュー表ー表ー表ー表ををををすべすべすべすべてててて選択選択選択選択すすすするるるる

図図図図 5-2  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : デデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内ののののキキキキュュュュー表ー表ー表ー表ををををすすすすべべべべて選て選て選て選択択択択すすすするるるる

管理インタフェース

ユーザー/�
プログラム�

OR

�

キュー表の�
属性をすべて�
リストする�

属性名を�
少なくとも1つ
指定する�

DBAビュー:�
DBA_QUEUE_TABLES

データベース�
内のキュー表を�
すべてSELECT

する�

属性名を�
リストする�

OWNER
QUEUE_
TABLE
名前�

TYPE
キュー表�

ペイロード
OBJECT_TYPE SORT_ORDER

RECIPIENTS 
単一または�
複数の�

コンシューマ�

MESSAGE_
GROUPING COMPATIBLE

PRIMARY_
INSTANCE

SECONDARY_
INSTANCE

OWNER_
INSTANCE

USER_
COMENT
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データベース内のキュー表をすべて選択する
管理インタフェース : ビュー 5-5

ビビビビュュュューーーー名名名名 :
DBA_QUEUE_TABLES

用用用用途途途途 :
このビューでは、データベース内で作成されたすべてのキュー表の名前および型が記述され
ます。

  

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

表表表表 5-2  DBA_QUEUE_TABLES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

OWNER － キュー表スキーマ VARCHAR2(30)

QUEUE_TABLE － キュー表名          VARCHAR2(30)   

TYPE － ペイロードの型 VARCHAR2(7)

OBJECT_TYPE － オブジェクト型が定義され
ている場合、その型名 

VARCHAR2(61)

SORT_ORDER － ユーザー指定のソート順 VARCHAR2(22)

RECIPIENTS － SINGLE または MULTIPLE VARCHAR2(8)

MESSAGE_GROUPING － NONEまたは
TRANSACTIONAL            

VARCHAR2(13) 

COMPATIBLE － そのキュー表が互換性を持
つ最も低いバージョン

VARCHAR2(5)

PRIMARY_INSTANCE － そのキュー表の 1 次
所有者になっているインスタンス。値が 0 のと
きは、1 次所有者が指定されていません。

NUMBER

SECONDARY_INSTANCE － そのキュー表の 2
次所有者になっているインスタンスで、1 次所
有者がいないときにキュー表の所有者になりま
す。値が 0 のときは、2 次所有者が指定されて
いません。

NUMBER

OWNER_INSTANCE － 現在のキュー表の所有
者インスタンス 

NUMBER

USER_COMMENT － キュー表に対するユー
ザー・コメント

VARCHAR2(50) 



ユーザーのキュー表を選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーーのキのキのキのキュュュュー表ー表ー表ー表をををを選択選択選択選択すすすするるるる

図図図図 5-3  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : ユユユユーーーーザザザザーのーのーのーのキキキキュュュューーーー表表表表をををを選択選択選択選択すすすするるるる

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:�
ALL_QUEUE_TABLES

ユーザーが�
アクセスできる�
キュー表を�

SELECTする�

OWNER
QUEUE_
TABLE
名前�

TYPE
キュー表�

OBJECT_TYPE SORT_ORDER

RECIPIENTS 
単一または�
複数の�

コンシューマ�

MESSAGE_
GROUPING COMPATIBLE

PRIMARY_
INSTANCE

SECONDARY_
INSTANCE

OWNER_
INSTANCE

USER_
COMMENT

�

キュー表の�
属性をすべて�
リストする�

属性名を�
少なくとも1つ
指定する�

属性名を�
リストする�
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ユーザーのキュー表を選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
ALL_QUEUE_TABLES

用用用用途途途途 :
このビューでは、ユーザーがアクセスできるキュー表が記述されます。

  

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

表表表表 5-3  ALL_QUEUE_TABLES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

OWNER － キュー表の所有者 VARCHAR2(30)

QUEUE_TABLE － キュー表名 VARCHAR2(30)   

TYPE － ペイロードの型 VARCHAR2(7)

OBJECT_TYPE － オブジェクト型が定義され
ている場合、その型名

VARCHAR2(61)

SORT_ORDER － ユーザー指定のソート順 VARCHAR2(22)

RECIPIENTS － 受信者キューが SINGLEか
MULTIPLEか 

VARCHAR2(8)

MESSAGE_GROUPING － NONEまたは
TRANSACTIONAL            

VARCHAR2(13) 

COMPATIBLE － そのキュー表が互換性を持
つ最も低いバージョン

VARCHAR2(5)

PRIMARY_INSTANCE － そのキュー表の 1 次
所有者になっているインスタンス。値が 0 のと
きは、1 次所有者が指定されていません。

NUMBER

SECONDARY_INSTANCE － そのキュー表の 2
次所有者になっているインスタンスで、1 次所
有者がいないときにキュー表の所有者になりま
す。値が 0 のときは、2 次所有者が指定されて
いません。

NUMBER

OWNER_INSTANCE － 現在のキュー表の所有
者インスタンス 

NUMBER

USER_COMMENT － キュー表に対するユー
ザー・コメント

VARCHAR2(50) 
管理インタフェース : ビュー 5-7



データベース内のキューをすべて選択する
デデデデータータータータベベベベースースースース内内内内のキのキのキのキュュュューをーをーをーをすすすすべてべてべてべて選選選選択す択す択す択するるるる

図図図図 5-4  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : デデデデーーーータタタタベーベーベーベースススス内内内内ののののキキキキュュュューをーをーをーをすすすすべべべべてててて選択選択選択選択すすすするるるる

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

OWNER
NAME QUEUE_TABLE

名前�
QID

MAX_RETRYS
デキュー試行数�QUEUE_TYPE

RETRY_DELAY

USER_
COMMENT

ENQUEUE_
ENABLED

(TRUEまたは�
FALSE)

DEQUEUE_
ENABLED

(trueまたはfalse)
RETENTION
時間(秒)

データベース�
内のキューを�
すべてSELECT

する�

キュー表の�
属性をすべて�
リストする�

属性名を�
少なくとも1つ
リストする�

属性名を�
リストする�

DBAビュー:
DBA_QUEUES
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データベース内のキューをすべて選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
DBA_QUEUES

用用用用途途途途 :
ユーザーは、個々のキューについて操作上の特性を指定できます。DBA_QUEUESには、デー
タベース内のあらゆるキューについての関連情報を含むビューが含まれます。

  

表表表表 5-4  DBA_QUEUES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

OWNER － キューのスキーマ名 NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME － キュー名 NOT NULL VARCHAR2(30)   

QUEUE_TABLE － このキューが格納される
キュー表

NOT NULL VARCHAR2(30)

QID － 一意のキュー識別子 NOT NULL NUMBER 

QUEUE_TYPE － キューの型 VARCHAR2(15)

MAX_RETRIES － デキューの許容試行回数 NUMBER

RETRY_DELAY － 再試行までの秒数 NUMBER

ENQUEUE_ENABLED － YES または NO VARCHAR2(7)

DEQUEUE_ENABLED － YES または NO VARCHAR2(7)

RETENTION － メッセージがデキュー後に保存
される秒数

VARCHAR2(40)

USER_COMMENT － キューに対するユーザー・コ
メント

VARCHAR2(50) 
管理インタフェース : ビュー 5-9



伝播スケジュールをすべて選択する
伝伝伝伝播ス播ス播ス播スケケケケジュジュジュジューーーールをルをルをルをすすすすべてべてべてべて選選選選択す択す択す択するるるる

図図図図 5-5  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 伝伝伝伝播播播播ススススケジケジケジケジュュュューーーールルルルををををすすすすべてべてべてべて選選選選択択択択すすすするるるる

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

DBAビュー:
DBA_QUEUE_
SCHEDULES

伝播�
スケジュールを�
すべてSELECT

する�

次ページに続く�

伝播スケジュー�
ルの属性をすべて�
リストする�

属性名を�
リストする�

属性名を�
少なくとも1つ
リストする�
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伝播スケジュールをすべて選択する
操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

OPS環境で�
のみ適用�

SCHEMA
ソース・キュー�
のスキーマ名�

QNAME
ソース・キュー�
の名前�

DESTINATION
宛先キューの�

DBLINK名�

START_TIME
伝播の開始時刻�

PROPAGATION_
伝播枠の�
持続時間(秒)

NEXT_TIME
次の伝播枠を�
計算する関数�

SCHEDULE_
DISABLED 

(N = 使用可能、Y =
 スケジュール使用禁止)

PROCESS_NAME
スケジュールを実行する�
SNPバックグラウンド�

プロセス�

SESSION_ID
スケジュールを�
実行するジョブの�
セッションID

LAST_RUN_
DATE

最後に正常に�
実行された日付�

START_DATE
伝播の開始日付�

LATENCY
最大待機時間�
(秒)

INSTANCE
スケジュールを�
実行するOPSイン�
スタンス番号�

LAST_RUN_
TIME

最後に正常に�
実行された時刻�

CURRENT_
START_DATE
このスケジュール�
枠の開始日付 

CURRENT_
START_TIME
このスケジュール�
枠の開始時刻�

NEXT_RUN_
DATE

次のスケジュール�
枠の開始日付�

NEXT_RUN_
TIME

次のスケジュール�
枠の開始時刻�

TOTAL_TIME
メッセージ伝播に�
かかった総時間�

(秒)

TOTAL_NUMBER
このスケジュール�
で伝播された�
総メッセージ数�

TOTAL_BYTES
このスケジュール�
で伝播された�
総バイト数�

AVG_NUMBER
伝播枠で�

伝播された平均�
メッセージ数�

MAX_BYTES
伝播枠で�

伝播された最大�
バイト数�

AVG_SIZE
伝播されたメッ�
セージの平均サ�
イズ(バイト数)

LAST_ERROR_MSG
最後に実行に失敗した�
ときのエラー番号および�
エラー・メッセージ�

AVG_TIME
1メッセージ伝播�
にかかる平均時間�

(秒)

FAILURES
実行に失敗した�

回数�

LAST_ERROR
_TIME

最後に実行に�
失敗した時刻�

MAX_NUMBER
伝播枠で�

伝播された最大�
メッセージ数�

LAST_ERROR
_DATE

最後に実行に�
失敗した日付�

16回以上�
失敗すると�
スケジュール
は使用禁止�

現在実行中の
場合NULLを
返す�

現在実行されて
いない場合
NULLを返す�

�

�

管理インタフェース : ビュー 5-11



伝播スケジュールをすべて選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
DBA_QUEUE_SCHEDULES

用用用用途途途途 :
このビューは、現在のメッセージ伝播スケジュールを示します。

   

表表表表 5-5  DBA_QUEUE_SCHEDULES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

SCHEMA － ソース・キューのスキーマ名 NOT NULL VARCHAR2(30)

QNAME － ソース・キューの名前  NOT NULL VARCHAR2(30)   

DESTINATION － 宛先名。現在は DBLINK名に制
限されています。

NOT NULL VARCHAR2(128)

START_DATE － デフォルトの日付書式による伝播
の開始日付

DATE 

START_TIME － HH:MI:SS 形式による伝播の開始
時刻 

VARCHAR2(8)

PROPAGATION_WINDOW － 伝播枠の持続期間
（秒）

NUMBER

NEXT_TIME － 次の伝播枠の開始を計算する関数 VARCHAR2(200) 

LATENCY － 伝播枠内で、メッセージを伝播する
までの最大待機時間

NUMBER

SCHEDULE_DISABLED － 使用可能のときは N、使
用禁止でスケジュールが実行されていないときは Y

VARCHAR(1)

PROCESS_NAME －このスケジュールを実行する
SNPバックグラウンド・プロセス。実行されていな
いときは NULL

VARCHAR2(8)

SESSION_ID － このスケジュールを実行している
ジョブのセッション ID（SID,SERIAL# ）。実行さ
れていないときは NULL

NUMBER

INSTANCE － このスケジュールを実行している
OPSインスタンス番号 

NUMBER

LAST_RUN_DATE － 最後に正常に実行された日付 DATE

LAST_RUN_TIME － 最後に正常に実行された時刻
（HH:MI:SS 形式） 

VARCHAR2(8)
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伝播スケジュールをすべて選択する
CURRENT_START_DATE － このスケジュール枠が
開始された日付 

DATE

CURRENT_START_TIME － このスケジュール枠が
開始された時刻（HH:MI:SS 形式）

VARCHAR2(8)

NEXT_RUN_DATE － 次のスケジュール枠が開始さ
れる日付

DATE

NEXT_RUN_TIME － 次のスケジュール枠が開始さ
れる時刻（HH:MI:SS 形式） 

VARCHAR2(8)

TOTAL_TIME － このスケジュールでメッセージの
伝播に費やされた総時間（秒数） 

NUMBER

TOTAL_NUMBER － このスケジュールで伝播され
た総メッセージ数 

NUMBER

TOTAL_BYTES － このスケジュールで伝播された
総バイト数

NUMBER

MAX_NUMBER － 伝播枠で伝播された最大メッセー
ジ数 

NUMBER

MAX_BYTES － 伝播枠で伝播された最大バイト数 NUMBER

AVG_NUMBER － 伝播枠で伝播された平均メッセー
ジ数

NUMBER

AVG_SIZE － 伝播されたメッセージの平均サイズ
（バイト数） 

NUMBER

AVG_TIME － 1 つのメッセージ伝播にかかる平均
時間（秒数） 

NUMBER

FAILURES － 実行が失敗した回数。16 になった
場合、そのスケジュールは使用禁止になります。

NUMBER

LAST_ERROR_DATE － 最後に実行に失敗した日付 DATE

LAST_ERROR_DATE － 最後に実行に失敗した時刻 VARCHAR2(8)

LAST_ERROR_MSG － 最後に実行に失敗したとき
の、エラー番号およびエラー・メッセージ 

VARCHAR2(4000)

表表表表 5-5  DBA_QUEUE_SCHEDULES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 
管理インタフェース : ビュー 5-13



ユーザーが何らかの権限を持っているキューを選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーーが何が何が何が何ららららかのかのかのかの権権権権限を限を限を限を持持持持ってってってっていいいいるキるキるキるキュュュューをーをーをーを選選選選択す択す択す択するるるる 

図図図図 5-6  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : ユユユユーーーーザザザザーがーがーがーが何何何何ららららかかかかのののの権権権権限を限を限を限を持持持持っっっってててているいるいるいるキキキキュュュューーーーをををを選選選選択す択す択す択するるるる 

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

ユーザー・ビュー:�
ALL_QUEUES

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザーが�
何らかの権限を�
持っているキュー�
をSELECTする�

NAME
キュー名�

QUEUE_TABLE
キュー・データが�
格納されている�
キュー表�

MAX_RETRIES
デキューのときの�
許容試行回数�

RETRY_DELAY
再試行の間隔�
(秒)

DEQUEUE_
ENABLED
キューから�
デキューできる�

RETENTION
キュー内に�
保存される時間�

OWNER
キューの所有者�

QID
キューの�

オブジェクト番号�

ENQUEUE_
ENABLED

USER_
COMMENT
オプション情報�

QUEUE_TYPE
キューの型�

(RAW/Object型)

�

キューの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも1つ
指定する�

属性名を�
リストする�

�
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ユーザーが何らかの権限を持っているキューを選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
ALL_QUEUES

用用用用途途途途 :
このビューによって、ユーザーがアクセスできるすべてのキューが記述されます。

  

表表表表 5-6  ALL_QUEUES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

OWNER － キューの所有者 NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME － キュー名 NOT NULL VARCHAR2(30)

QUEUE_TABLE － そのキュー・データが格納さ
れているキュー表の名前 

NOT NULL VARCHAR2(30)

QID － そのキューのオブジェクト番号 NOT NULL NUMBER

QUEUE_TYPE － キューの型 VARCHAR2(15)

MAX_RETRIES － そのキューからデキューする
ときの許容試行回数 

NUMBER

RETRY_DELAY － 再試行の間隔 NUMBER

ENQUEUE_ENABLED － キューにエンキューでき
ます 

VARCHAR2(7)

DEQUEUE_ENABLED － キューからデキューでき
ます 

VARCHAR2(7)

RETENTION － 処理済みメッセージがキュー内
に保存される時間 

VARCHAR2(40)

USER_COMMENT － ユーザー指定のコメント VARCHAR2(50)    
管理インタフェース : ビュー 5-15



ユーザーがキュー権限を持っているキューを選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーーがキがキがキがキュュュュー権ー権ー権ー権限限限限を持を持を持を持っっっっていていていているるるるキュキュキュキューーーーを選を選を選を選択択択択するするするする

図図図図 5-7  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : ユユユユーーーーザザザザーがーがーがーがキキキキュュュューーーー権権権権限限限限を持を持を持を持っっっってててていいいいるキるキるキるキュュュューーーーをををを選選選選択択択択するするするする

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

ユーザー・ビュー:�
QUEUE_PRIVILEGES

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

�

OWNER
キューの所有者�

NAME
キュー名�

ENQUEUE_
PRIVILEGE 
エンキュー権限�

DEQUEUE_
PRIVILEGE
デキュー権限�

GRANTEE
アクセス権限が�
付与された�
ユーザー�

GRANTOR
付与を実行した�
ユーザー�

キューの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも1つ
指定する�

ユーザーが�
キュー権限を�

持っているキューを�
SELECTする�

属性名を�
リストする�
5-16 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



ユーザーがキュー権限を持っているキューを選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
QUEUE_PRIVILEGES

用用用用途途途途 :
このビューによって、ユーザーが権限付与者、権限受領者、所有者または使用可能なロール
になっているキュー、あるいは PUBLICに付与されているキューが記述されます。

  

表表表表 5-7  QUEUE_PRIVILEGES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

GRANTEE － アクセス権限が付与されたユーザー NOT NULL VARCHAR2(30)

OWNER － キューの所有者 NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME － キュー名 NOT NULL VARCHAR2(30)

GRANTOR － 付与を実行したユーザー NOT NULL VARCHAR2(30)

ENQUEUE_PRIVILEGE － そのキューに対する
ENQUEUE権限 

NUMBER（付与されて
いるときは 1、付与さ
れていないときは 0）

DEQUEUE_PRIVILEGE － そのキューに対する
DEQUEUE権限 

NUMBER（付与されて
いるときは 1、付与さ
れていないときは0）    
管理インタフェース : ビュー 5-17



キュー表のメッセージを選択する
キキキキューューューュー表表表表のメのメのメのメッッッッセーセーセーセージジジジを選を選を選を選択択択択するするするする 

図図図図 5-8  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : キキキキュュュューーーー表の表の表の表のメメメメッッッッセセセセーーーージジジジを選を選を選を選択択択択すすすするるるる

ユーザー・ビュー:
AQ$<name of queue table> 

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

キュー表の�
メッセージを�
SELECTする�

MSG_ID
メッセージの�
一意識別子�

CORR_ID
ユーザー指定の�
相関識別子�

MSG_STATE
このメッセージの�

状態�

DELAY
メッセージの�
遅延秒数�

ENQ_TIME ENQ_USER_ID

DEQ_USER_ID

QUEUE
キュー名�

MSG_
PRIORITY

EXPIRATION
メッセージが�
期限切れになる�
までの秒数�

ENQ_TXN_ID

DEQ_TIME DEQ_TXN_ID

EXCEPTION_
QUEUE
例外キュー名�

RETRY_
COUNT

EXCEPTION_
QUEUE_OWNER
例外キューの�
スキーマ�

USER_DATA

SENDER_
PROTOCOL
送信者アドレスの�
プロトコル�

SENDER_NAME
メッセージを�
エンキューした�
エージェント�

SENDER_
ADDRESS
最後に伝播した�
ソース・キュー�

ORIGINAL_
MSGID

ソース・キューに�
おけるメッセージID

PROTOCOL
メッセージを受け取る�
エージェント・�

アドレスのプロトコル�

PROPAGATED_
MSGID

受け取ったエージェント�
のキューにおける�
メッセージID

CONSUMER_
NAME

メッセージを受け�
取るエージェント�

ADDRESS
メッセージを受け�
取るエージェント・�

アドレス�

キューの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも1つ
リストする�

属性名を�
リストする�
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キュー表のメッセージを選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
AQ$<name of queue table>

用用用用途途途途 :
このビューによって、メッセージ・データが格納されているキュー表が記述されます。この
ビューはキュー表ごとに自動的に作成され、キュー・データの問合せに使用されます。デ
キュー履歴データ（時刻およびユーザー ID、トランザクション ID）は、単一コンシュー
マ・キューについてのみ有効です。

  

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

表表表表 5-8  AQ$<name of queue table>

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QUEUE － キュー名 VARCHAR2(30)

MSG_ID － メッセージの一意識別子                    RAW(16)

CORR_ID － ユーザー指定の相関識別子 VARCHAR2(128)

MSG_PRIORITY － メッセージの優先順位 NUMBER

MSG_STATE － このメッセージの状態                     VARCHAR2(9)

DELAY － メッセージが遅延処理されるまでの秒
数  

DATE

EXPIRATION － メッセージが READY状態に
なってから、期限切れになるまでの秒数

NUMBER

ENQ_TIME － エンキュー時刻 DATE

ENQ_USER_ID － エンキューしたユーザーの
ユーザー ID

NUMBER

ENQ_TXN_ID － エンキューしたトランザクショ
ンのトランザクション ID

NOT NULL VARCHAR2(30)

DEQ_TIME － デキュー時刻 DATE

DEQ_USER_ID － デキューしたユーザーのユー
ザー ID

NUMBER

DEQ_TXN_ID － デキューしたトランザクション
のトランザクション ID

VARCHAR2(30)
管理インタフェース : ビュー 5-19



キュー表のメッセージを選択する
RETRY_COUNT － 再試行回数 NUMBER

EXCEPTION_QUEUE_OWNER － 例外キューのス
キーマ

VARCHAR2(30)

EXCEPTION_QUEUE － 例外キュー名 VARCHAR2(30)

USER_DATA － ユーザー・データ BLOB

SENDER_NAME － メッセージをエンキューした
エージェント（8.1 互換のキュー表でのみ有効） 

VARCHAR2(30)

SENDER_ADDRESS － 最後に伝播を行ったソー
ス・キュー名およびデータベース名。ソース・
キューがローカルデータベースにあるときは、
データベース名は指定されません（8.1 互換の
キュー表でのみ有効）

VARCHAR2(1024)

SENDER_PROTOCOL － 送信者アドレスのための
プロトコル。将来の使用のために確保されていま
す（8.1 互換のキュー表でのみ有効） 

NUMBER

ORIGINAL_MSGID － ソース・キューにおける
メッセージ ID（8.1 互換のキュー表でのみ有効） 

RAW(16)

CONSUMER_NAME － メッセージを受け取るエー
ジェント（8.1 互換の複数コンシューマ・キュー
表でのみ有効） 

VARCHAR2(30)

ADDRESS － メッセージを受け取るエージェント
のアドレス（キュー名およびデータベース名）。
ソース・キューがローカルデータベースにあると
きは、データベース・リンク名は指定されません。
そのキューのローカル・エージェントがメッセー
ジを受け取るとき、アドレスは NULL（8.1 互換
の複数コンシューマ・キュー表でのみ有効） 

VARCHAR2(1024)

PROTOCOL － メッセージを受け取るエージェン
ト・アドレスのプロトコル。（8.1 互換のキュー表
でのみ有効）

NUMBER

PROPAGATED_MSGID － 受け取ったエージェン
トのキューにおけるメッセージ ID（8.1 互換の
キュー表でのみ有効）

NULL RAW(16)    

表表表表 5-8  AQ$<name of queue table>

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 
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ユーザー・スキーマのキュー表を選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーー・ス・ス・ス・スキキキキーマーマーマーマののののキュキュキュキューーーー表を表を表を表を選選選選択す択す択す択するるるる 

図図図図 5-9  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : ユユユユーーーーザザザザー・ー・ー・ー・ススススキキキキーーーーママママののののキュキュキュキューーーー表表表表をををを選択選択選択選択すすすするるるる 

ユーザー・ビュー:
USER_QUEUE_TABLES

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・�
スキーマの�
キュー表を�
選択する�

QUEUE_TABLE
キュー表名�

TYPE
キュー表�

ペイロード
OBJECT_TYPE

SORT_ORDER
RECIPIENTS
メッセージの�
コンシューマが�
単一か複数か�

MESSAGE_
GROUPING

COMPATIBLE
(8.0または8.1)

PRIMARY_
INSTANCE

SECONDARY_
INSTANCE

OWNER_
INSTANCE

USER_
COMMENT

キューの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも1つ
指定する�

属性名を�
リストする�
管理インタフェース : ビュー 5-21



ユーザー・スキーマのキュー表を選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
USER_QUEUE_TABLES

構構構構文文文文 :
このビューは、ユーザー・スキーマ内のキュー表のみを表示する点を除いて、DBA_QUEUE_
TABLESと同じです。このビューには、OWNERの列は含まれません。

   

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

表表表表 5-9  USER_QUEUE_TABLES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QUEUE_TABLE － キュー表名          VARCHAR2(30)   

TYPE － ペイロードの型 VARCHAR2(7)

OBJECT_TYPE － オブジェクト型が定義されて
いる場合、その型名 

VARCHAR2(61)

SORT_ORDER － ユーザー指定のソート順 VARCHAR2(22)

RECIPIENTS － SINGLE または MULTIPLE VARCHAR2(8)

MESSAGE_GROUPING － NONEまたは
TRANSACTIONAL            

VARCHAR2(13) 

COMPATIBLE － そのキュー表が互換性を持つ最
も低いバージョン

VARCHAR2(5)

PRIMARY_INSTANCE － そのキュー表の 1 次所
有者になっているインスタンス。値が 0 のとき
は、1 次所有者が指定されていません。

NUMBER

SECONDARY_INSTANCE － そのキュー表の 2 次
所有者になっているインスタンスで、1 次所有者
がいないときにキュー表の所有者になります。値
が 0 のときは、2 次所有者が指定されていません。

NUMBER

OWNER_INSTANCE － 現在のキュー表の所有者
インスタンス 

NUMBER

USER_COMMENT － キュー表に対するユーザー・
コメント

VARCHAR2(50)
5-22 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



ユーザー・スキーマのキューを選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーー・ス・ス・ス・スキキキキーマーマーマーマののののキュキュキュキューーーーを選を選を選を選択択択択するするするする 

図図図図 5-10  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ユユユユーーーーザザザザーーーー・・・・ススススキーキーキーキーママママののののキキキキューューューューをををを選選選選択択択択すすすするるるる 

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:
USER_QUEUESS

ユーザー・�
スキーマの�
キューを�
選択する�

NAME
キュー名�

QUEUE_TABLE
名前� QID

MAX_RETRYS
デキューの�
許容試行回数�

QUEUE_TYPE

RETRY_DELAY

ENQUEUE_
ENABLED

(TRUEまたは�
FALSE)

DEQUEUE_
ENABLED

(TRUEまたは�
FALSE)

USER_
COMMENT

RETENTION
時間(秒)

キューの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも1つ
指定する�

属性名を�
リストする�
管理インタフェース : ビュー 5-23



ユーザー・スキーマのキューを選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
USER_QUEUES

用用用用途途途途 :
このビューは、ユーザー・スキーマ内のキューのみを表示する点を除いて、DBA_QUEUESと
同じです。

  

表表表表 5-10  USER_QUEUES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

NAME － キュー名 NOT NULL VARCHAR2(30)   

QUEUE_TABLE － このキューが格納される
キュー表

NOT NULL VARCHAR2(30)

QID － 一意のキュー識別子 NOT NULL NUMBER 

QUEUE_TYPE － キューの型 VARCHAR2(15)

MAX_RETRIES － デキューの許容試行回数 NUMBER

RETRY_DELAY － 再試行までの秒数 NUMBER

ENQUEUE_ENABLED － YES または NO VARCHAR2(7)

DEQUEUE_ENABLED － YES または NO VARCHAR2(7)

RETENTION － メッセージがデキュー後に保存
される秒数

VARCHAR2(40)

USER_COMMENT － キューに対するユーザー・コ
メント

VARCHAR2(50)
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ユーザー・スキーマの伝播スケジュールを選択する
ユユユユーザーザーザーザーーーー・ス・ス・ス・スキキキキーマーマーマーマのののの伝播伝播伝播伝播ススススケジケジケジケジュュュュールールールールをををを選択選択選択選択すすすするるるる

図図図図 5-11  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ユユユユーーーーザザザザーーーー・・・・ススススキーキーキーキーママママのののの伝伝伝伝播ス播ス播ス播スケケケケジジジジュュュューーーールルルルを選を選を選を選択択択択すすすするるるる 

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:
USER_QUEUE_
SCHEDULES

ユーザー・�
スキーマの伝播�
スケジュールを�

SELECTする�

次ページに続く�

伝播�
スケジュールの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも
1つ指定する�

属性名を�
リストする�
管理インタフェース : ビュー 5-25



ユーザー・スキーマの伝播スケジュールを選択する
操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

QNAME
ソース・キュー�
の名前�

DESTINATION
宛先キューの�

BLINK名�

START_TIME
伝播の開始時刻�

PROPAGATION_
WINDOW

伝播枠の持続時間�
(秒)

NEXT_TIME
次の伝播枠を�
計算する関数

SCHEDULE_
DISABLED 

(N = 使用可能、Y =
 スケジュール使用禁止)

PROCESS_NAME
スケジュールを実行する�
SNPバックグラウンド�

プロセス�

LAST_RUN_
DATE

最後に正常に�
実行された日付�

START_DATE
伝播の開始日付�

LATENCY
最大待機時間�
(秒)

INSTANCE
スケジュールを�
実行するOPSイン�
スタンス番号�

LAST_RUN_
TIME

最後に正常に�
実行された時刻�

CURRENT_
START_TIME
このスケジュール�
枠の開始時刻�

NEXT_RUN_
DATE

次のスケジュール�
枠の開始日付�

TOTAL_TIME
メッセージ伝播に�
かかった総時間�

(秒)

TOTAL_NUMBER
このスケジュール�
で伝播された�
総メッセージ数�

TOTAL_BYTES
このスケジュール�
で伝播された�
総バイト数�

AVG_NUMBER
伝播枠で�

伝播された平均�
メッセージ数�

MAX_BYTES
伝播枠で�

伝播された最大�
バイト数�

AVG_SIZE
伝播されたメッ�
セージの平均サ�
イズ(バイト数)

LAST_ERROR_MSG
最後に実行に失敗した�
ときのエラー番号および�
エラー・メッセージ�

AVG_TIME
1メッセージ伝播�
にかかる平均時間�

(秒)

FAILURES
実行に失敗した�

回数�

LAST_ERROR
_TIME

最後に実行に�
失敗した時刻�

MAX_NUMBER
伝播枠で�

伝播された最大�
メッセージ数�

LAST_ERROR
_DATE

最後に実行に�
失敗した日付�

NEXT_RUN_
TIME

次のスケジュール�
枠の開始時刻�

OPS環境で�
のみ適用�

SESSION_ID
スケジュールを�
実行するジョブの�
セッションID

CURRENT_
START_DATE
このスケジュール�
枠の開始日付�

現在実行されて
いない場合
NULLを返す�

現在実行され
ている場合
NULLを返す�

16回以上�
失敗すると�
スケジュール
は使用禁止�
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ユーザー・スキーマの伝播スケジュールを選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
USER_QUEUE_SCHEDULES

用用用用途途途途 :

   

表表表表 5-11  USER_QUEUE_SCHEDULES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QNAME － ソース・キューの名前  NOT NULL VARCHAR2(30)   

DESTINATION － 宛先名。現在は DBLINK名に制
限されています。

NOT NULL VARCHAR2(128)

START_DATE － デフォルトの日付書式による伝播
の開始日付

DATE 

START_TIME － HH:MI:SS 形式による伝播の開
始時刻 

VARCHAR2(8)

PROPAGATION_WINDOW － 伝播枠の持続期間
（秒）

NUMBER

NEXT_TIME － 次の伝播枠の開始を計算する関数                              VARCHAR2(200) 

LATENCY － 伝播枠内で、メッセージを伝播する
までの最大待機時間

NUMBER

SCHEDULE_DISABLED － 使用可能のときは N、使
用禁止でスケジュールが実行されていないときは
Y

VARCHAR(1)

PROCESS_NAME －このスケジュールを実行する
SNPバックグラウンド・プロセス。実行されてい
ないときは NULL

VARCHAR2(8)

SESSION_ID － このスケジュールを実行している
ジョブのセッション ID（SID,SERIAL# ）。実行さ
れていないときは NULL

VARCHAR2(82)

INSTANCE － このスケジュールを実行している
OPSインスタンス番号 

NUMBER

LAST_RUN_DATE － 最後に正常に実行された日付 DATE

LAST_RUN_TIME － 最後に正常に実行された時刻
（HH:MI:SS形式） 

VARCHAR2(8)

CURRENT_START_DATE － このスケジュール枠が
開始された日付 

DATE
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ユーザー・スキーマの伝播スケジュールを選択する
CURRENT_START_TIME － このスケジュール枠が
開始された時刻（HH:MI:SS 形式）

VARCHAR2(8)

NEXT_RUN_DATE － 次のスケジュール枠が開始さ
れる日付

DATE

NEXT_RUN_TIME － 次のスケジュール枠が開始さ
れる時刻（HH:MI:SS 形式） 

VARCHAR2(8)

TOTAL_TIME － このスケジュールでメッセージの
伝播に費やされた総時間（秒数） 

NUMBER

TOTAL_NUMBER － このスケジュールで伝播され
た総メッセージ数 

NUMBER

TOTAL_BYTES － このスケジュールで伝播された
総バイト数

NUMBER

MAX_NUMBER － 伝播枠で伝播される最大メッセー
ジ数 

NUMBER

MAX_BYTES － 伝播枠で伝播される最大バイト数 NUMBER

AVG_NUMBER － 伝播枠で伝播された平均メッセー
ジ数

NUMBER

AVG_SIZE － 伝播されたメッセージの平均サイズ
（バイト数） 

NUMBER

AVG_TIME － 1つのメッセージ伝播にかかる平均
時間（秒数） 

NUMBER

FAILURES － 実行が失敗した回数。16になった場
合、そのスケジュールは使用禁止になります。

NUMBER

LAST_ERROR_DATE － 最後に実行に失敗した日付 DATE

LAST_ERROR_DATE － 最後に実行に失敗した時刻 VARCHAR2(8)

LAST_ERROR_MSG － 最後に実行に失敗したとき
の、エラー番号およびエラー・メッセージ 

VARCHAR2(4000)

表表表表 5-11  USER_QUEUE_SCHEDULES

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 
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キューのサブスクライバを選択する
キキキキューューューューののののサブサブサブサブススススクラクラクラクライイイイバをバをバをバを選選選選択す択す択す択するるるる 

図図図図 5-12  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーののののササササブブブブスクスクスクスクラララライイイイババババを選を選を選を選択択択択すすすするるるる

ビビビビュュュューーーー名名名名 :
AQ$<queue_table_name>_S

用用用用途途途途 :
このビューでは、与えられたキュー表のすべてのキューに対する全サブスクライバを記述し
ます。このビューは、キュー表が作成されたときに aq$<queue_table_name>_s という名
前で生成されます。キュー表内の一部またはすべてのキューに対するサブスクライバを問い

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:�
AQ$<queue_table_name>_S

キューの�
サブスクライバ�
をSELECTする�

NAMEQUEUE ADDRESS PROTOCOL

キュー・�
サブスクライバの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも
1つ指定する�

属性名を�
リストする�
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キューのサブスクライバを選択する
合せるために使用します。このビューは、8.1互換のキュー表でのみ作成されることに注意
してください。

  

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
このビューは、8.1互換のキュー表に作成されたキューに対して、dbms_aqadm.queue_
subscribers() プロシージャと同等の機能を提供します。この種のキューのサブスクライ
バを参照する場合、プロシージャではなくビューを使用することをお薦めします。

表表表表 5-12  AQ$<queue_table_name>_S

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QUEUE - サブスクライバが定義されたキュー NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME - エージェント名 VARCHAR2(30)

ADDRESS - エージェントのアドレス VARCHAR2(1024)

PROTOCOL - エージェントのプロトコル NUMBER    
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キューのサブスクライバとそのルールを選択する
キキキキューューューューののののサブサブサブサブススススクラクラクラクライイイイバとバとバとバとそそそそのルのルのルのルーーーールをルをルをルを選選選選択す択す択す択するるるる

図図図図 5-13  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : キキキキュュュューーーーののののササササブブブブスクスクスクスクラララライイイイババババとそとそとそとそののののルルルルーーーールルルルをををを選択選択選択選択すすすするるるる 

ビビビビュュュューーーー名名名名 :
AQ$<queue_table_name>_R

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:
AQ$<queue_table_name>_R

キューの�
サブスクライバと�
そのルールを�
SELECTする�

NAMEQUEUE

RULE

ADDRESS PROTOCOL

キュー・�
サブスクライバの�
属性をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも
1つ指定する�

属性名を�
リストする�
管理インタフェース : ビュー 5-31



キューのサブスクライバとそのルールを選択する
用用用用途途途途 :
このビューでは、与えられたキュー表のすべてのキューに対するルールベースのサブスクラ
イバのみ（各サブスクライバによって定義されたルールのテキストを含む）を表示します。
このビューでは、与えられたキュー表のいずれかのキューに対してルールを定義されたサブ
スクライバを記述します。このビューは、キュー表が作成されたときに aq$<queue_
table_name>_r という名前で生成されます。キュー表内の一部またはすべてのキューに対
するサブスクライバを問い合せるために使用します。このビューは 8.1互換のキュー表での
み作成されることに注意してください。

  

表表表表 5-13  AQ$<queue_table_name>_R

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QUEUE - サブスクライバが定義されたキュー NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME - エージェント名 VARCHAR2(30)

ADDRESS - エージェントのアドレス VARCHAR2(1024)

PROTOCOL - エージェントのプロトコル NUMBER

RULE - 定義されたルールのテキスト VARCHAR2(30)    
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データベース全体の、状態ごとのメッセージ数を選択する
デデデデータータータータベベベベースースースース全全全全体の体の体の体の、、、、状態状態状態状態ごごごごとのとのとのとのメメメメッセッセッセッセーーーージ数ジ数ジ数ジ数をををを選択選択選択選択すすすするるるる 

図図図図 5-14  GV$AQ

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

�

ユーザー・ビュー:
GV$AQ

データベース�
全体のメッセージ�
の状態ごとの数を�

SELECTする�

QID
一意のキュー�
識別子�

WAITING
状態の�

メッセージ数�

READY
状態の�

メッセージ数�

EXPIRED
状態の�

メッセージ数�

TOTAL_WAIT
READY状態で�
待機した秒数�

AVERAGE_WAIT
READY状態で�
待機した平均秒数�

キューの�
統計情報をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも
1つ指定する�

属性名を�
リストする�
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データベース全体の、状態ごとのメッセージ数を選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
GV$AQ

用用用用途途途途 :
データベース全体の、状態ごとのメッセージ数の情報を提供します。

  

表表表表 5-14  AQ$<queue_table_name>_R

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QID － キューの ID。user_queues および dba_
queues の qid と同じです。

 NUMBER 

WAITING － 「WAITING」状態にあるメッセー
ジ数

 NUMBER 

READY － 「READY」状態にあるメッセージ数 NUMBER 

EXPIRED － 「EXPIRED」状態にあるメッセージ
数

NUMBER 

TOTAL_WAIT － 「READY」状態でメッセージが
キューに待機している秒数

 NUMBER 

AVERAGE_WAIT －「READY」状態で、メッセージ
がデキューを待機している平均秒数。

 NUMBER     
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特定のインスタンスの、状態ごとのメッセージ数を選択する
特特特特定の定の定の定のイイイインスンスンスンスタタタタンスンスンスンスのののの、状、状、状、状態態態態ごとごとごとごとののののメッメッメッメッセセセセージージージージ数数数数を選を選を選を選択択択択するするするする 

図図図図 5-15  V$AQ

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 5-2ページの「ユースケース・モデル : 管理インタフェース － ビュー」

管理インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

OR

ユーザー・ビュー:
V$AQ

インスタンスの�
メッセージの�
状態ごとの数を�

SELECTする�

キューの�
統計情報をすべて�
リストする�

属性を�
少なくとも
1つ指定する�

属性名を�
リストする�

QID
一意のキュー�
識別子�

WAITING
状態の�

メッセージ数�

READY
状態の�

メッセージ数�

EXPIRED
状態の�

メッセージ数�

TOTAL_WAIT
READY状態で�
待機した秒数�

AVERAGE_WAIT
READY状態で�
待機した平均秒数�
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特定のインスタンスの、状態ごとのメッセージ数を選択する
ビビビビュュュューーーー名名名名 :
V$AQ

用用用用途途途途 :
特定のインスタンスの様々な状態におけるメッセージ数の情報を提供します。

  

表表表表 5-15  AQ$<queue_table_name>_R

列列列列名名名名およおよおよおよびびびび説説説説明明明明 Null かどかどかどかどううううかかかか 型型型型 

QID － キューの ID。user_queues および dba_
queues の qid と同じです。

 NUMBER 

WAITING － 「WAITING」状態にあるメッセージ
数

 NUMBER 

READY － 「READY」状態にあるメッセージ数 NUMBER 

EXPIRED － 「EXPIRED」状態にあるメッセージ
数

NUMBER 

TOTAL_WAIT － 「READY」状態でメッセージが
キューに待機している秒数

 NUMBER 

AVERAGE_WAIT －「READY」状態で、メッセー
ジがデキューを待機している平均秒数。

 NUMBER     
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操作インタフェース : 基本
6

操作操作操作操作イイイインタフンタフンタフンタフェェェェーーーースススス : 基基基基本本本本操作操作操作操作

この章では、Oracleアドバンスト・キューイングの操作インタフェースをユースケースに即
して説明します。つまり、それぞれの操作（たとえば、「メッセージをエンキューする」）
を、その操作名ごとにユースケースの点から説明します。章の先頭に、全ユースケースの一
覧表があります（「ユースケース・モデル : 操作インタフェース－基本操作」）。

すべてのユースケースを 1つにまとめた「ユースケース図 :操作インタフェース － 基本操
作」という図も用意されています。HTML版のマニュアルをご使用の場合、この図の中の関
連するユースケース・タイトルをクリックすることで、関心のあるユースケースに移動する
ことができます。

個々のユースケースは次のように配置されています。

■ ユースケースを表す図（図の見方は、「はじめに」を参照）

■ 構文のリスト

■ 基本的な例

■ 使用上の注意（ある場合）
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ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作
ユユユユースースースースケケケケースースースース・・・・モデモデモデモデルルルル : 操操操操作イ作イ作イ作インンンンタフタフタフタフェェェェースースースース －－－－ 基基基基本操本操本操本操作作作作
表表表表 6-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース・・・・モモモモデデデデルルルル : 操作操作操作操作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェースースースース －－－－ 基基基基本本本本操操操操作作作作 

ユユユユーーーースケスケスケスケーーーースススス

6-4ページの 「メッセージをエンキューする」

6-7ページの「メッセージをエンキューする [オプションを指定する ]」

6-9ページの「メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]」

6-15ページの「メッセージをエンキューする [ペイロードを追加する ]」

6-18ページの「1個（複数個）のキューをリスニングする」

6-20ページの「1個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする」

6-30ページの「1個（複数個）の複数コンシューマ・キューをリスニングする」

6-38ページの「メッセージをデキューする」

6-41ページの「単一コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]」

6-45ページの「複数コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]」

6-49ページの「通知を登録する」

6-52ページの「通知を登録する [サブスクリプション名を指定する－単一コンシューマ・キュー ]」

6-53ページの「通知を登録する [サブスクリプション名を指定する－複数コンシューマ・キュー ]」
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ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作
図図図図 6-1  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース・・・・モモモモデデデデルルルル図図図図 : 操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェーェーェーェースススス －－－－ 基基基基本本本本操操操操作作作作

アドバンスト・キューイング － 操作インタフェース�

ユーザー/�
プログラム�

a

b

a

b

メッセージを�
ENQUEUEする�

1個(複数個)�
のキューを�
LISTENする�

メッセージを�
DEQUEUEする�

通知を�
REGISTER
する�

通知を�
受け取る�
操作インタフェース : 基本操作 6-3



メッセージをエンキューする
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをエエエエンキンキンキンキュュュューすーすーすーするるるる

図図図図 6-2  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : メメメメッッッッセセセセージージージージををををエエエエンンンンキキキキュュュューすーすーすーするるるる

用用用用途途途途 :
メッセージを、指定したキューに追加します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQ.ENQUEUE (

Queue_name          IN      VARCHAR2,
Enqueue_options     IN      enqueue_options_t,

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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メッセージをエンキューする
Message_properties  IN      message_properties_t,
Payload             IN      "<type_name>",
Msgid               OUT     RAW);

使使使使用用用用方方方方法法法法 : 

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ enqueue_options の sequence_deviation パラメータを使用することで、2つの

メッセージ間の処理順序を変更できます。もう一方のメッセージが存在する場合は、そ
の識別子を enqueue_options のパラメータ relative_msgid で指定します。両方
のメッセージの順序関係は、sequence_deviation パラメータで識別されます。

メッセージに対して sequence_deviation を指定すると、そのメッセージに指定でき
る遅延および優先順位の値に、いくつかの制限が生じます。このメッセージの遅延値
は、このメッセージより前にエンキューされるように指定されたメッセージの遅延値以
下にする必要があります。このメッセージの優先順位の値は、このメッセージより前に
エンキューされるように指定されたメッセージの優先順位の値以上にする必要がありま
す。

■ 非永続キューでは、visibility オプションを IMMEDIATEにする必要があります。

表表表表 6-2  DBMS_AQ.ENQUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

メッセージをエンキューするキュー名を指定します。このキューには、例外キュー
は指定できません。

enqueue_options

(IN enqueue_option_t)

型定義の詳細は、「メッセージをエンキューする [オプションを指定する ]」の項を
参照してください。

message_properties

(IN message_properties_
t)

型定義の詳細は、「メッセージ・プロパティ」の項を参照してください。 

payload

(IN "<type_name>")

Oracle AQでは解釈されません。

ペイロードは、対応付けられたキュー表の仕様に従って指定する必要があります。
NULLは許容されます。<type_name> 定義の詳細は、「型名」の項を参照してくだ
さい。

msgid

(OUT RAW)

システムで生成されたメッセージ識別子です。これは、デキュー時にメッセージを
識別するためのグローバルな一意識別子です。
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メッセージをエンキューする
■ 非永続キューでは、ローカル受信者のみがサポートされています。

■ メッセージが受信者を指定しないで複数コンシューマ・キューにエンキューされ、その
キューにサブスクライバが指定されていない（またはそのメッセージに合致するルール
ベースのサブスクライバが存在しない）場合、Oracleエラー ORA24033になります。
これは、メッセージの配信先になる受信者またはサブスクライバが存在しない場合には
そのメッセージは廃棄されるという警告です。
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メッセージをエンキューする [オプションを指定する ]
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをエエエエンキンキンキンキュュュューすーすーすーするるるる [オオオオプシプシプシプショョョョンをンをンをンを指指指指定す定す定す定するるるる ]

図図図図 6-3  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : メメメメッッッッセセセセージージージージををををエエエエンンンンキキキキュュュューすーすーすーするるるる [ オオオオププププシシシションョンョンョンをををを指指指指定定定定すすすするるるる ]

用用用用途途途途 :
エンキュー操作で使用できるオプションを指定します。

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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メッセージをエンキューする [オプションを指定する ]
構構構構文文文文 :
TYPE Enqueue_options_t IS RECORD (
   Visibility            BINARY_INTEGER DEFAULT ON_COMMIT,
   Relative_msgid        RAW(16) DEFAULT NULL,
   Sequence_deviation    BINARY_INTEGER DEFAULT NULL);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
LOBロケータが有効なのはトランザクションの継続中に限られるため、LOBロケータを使
用するときは IMMEDIATEオプションを使用しないでください。IMMEDIATEオプションを
使用するとトランザクションが自動的にコミットされるため、ロケータは有効になりませ
ん。

表表表表 6-3  メメメメッッッッセセセセーーーージをジをジをジをエエエエンンンンキキキキュュュューーーーするするするする [ オオオオププププシシシショョョョンをンをンをンを指指指指定定定定すすすするるるる ]

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

visibility エンキュー要求のトランザクション動作を指定します。

ON_COMMIT: エンキューは現行トランザクションの一部です。トランザクションがコ
ミットされると、操作は完了です。これがデフォルトです。

IMMEDIATE: エンキューは現行トランザクションの一部ではありません。この操作は、
それ自体で 1つのトランザクションになります。非永続キューにエンキューする場合、
この値のみが許容されます。

relative_msgid 順序逸脱操作で参照されるメッセージの識別子を指定します。このフィールドは、
sequence_deviation に BEFOREを指定した場合にのみ有効です。順序逸脱が指定
されていない場合、このパラメータは無視されます。

sequence_deviation エンキューするメッセージが、すでにキュー内にある他のメッセージより先にデ
キューする必要があるかどうかを指定します。

BEFORE: メッセージは、relative_msgid で指定したメッセージより前にエン
キューされます。

TOP: メッセージは、他のすべてのメッセージより前にエンキューされます。

NULL: デフォルトです。
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メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをエエエエンキンキンキンキュュュューすーすーすーするるるる [メメメメッセッセッセッセーーーージ・ジ・ジ・ジ・ププププロパロパロパロパテテテティをィをィをィを指指指指定定定定
すすすするるるる ]

図図図図 6-4  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : メメメメッッッッセセセセージージージージををををエエエエンンンンキキキキュュュューすーすーすーするるるる [ メメメメッッッッセセセセージージージージ・・・・ププププロロロロパテパテパテパティィィィをををを指指指指定定定定すすすするるるる ]
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メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]
用用用用途途途途 :
メッセージ・プロパティには、AQによって個々のメッセージを管理するために使用さ
れる情報が記述されています。これはエンキュー時に設定され、デキュー時にその値が
返されます。

構構構構文文文文 :
TYPE Message_properties_t IS RECORD (

Priority               BINARY_INTEGER DEFAULT 1,
Delay                  BINARY_INTEGER DEFAULT NO_DELAY,
Expiration             BINARY_INTEGER DEFAULT NEVER,
Correlation            VARCHAR2(128) DEFAULT NULL,
Attempts               BINARY_INTEGER,
Recipient_list         aq$_recipient_list_t,
Exception_queue        VARCHAR2(51) DEFAULT NULL,
Enqueue_time           DATE,
State                  BINARY_INTEGER,
Sender_id              aq$_agent DEFAULT NULL, 
Original_msgid         RAW(16) DEFAULT NULL);

TYPE aq$_recipient_list_t IS TABLE OF aq$_agent
INDEX BY BINARY_INTEGER;

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]
使使使使用用用用方方方方法法法法 :
   

表表表表 6-4  メメメメッッッッセセセセーーーージ・ジ・ジ・ジ・ププププロロロロパパパパテテテティィィィ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

priority

(BINARY_INTEGER)

メッセージの優先順位の値を指定または返します。数値が小さいほど、優先順位が高
いことを表します。優先順位には、負数も含め、任意の数値を指定できます。

delay

(BINARY_INTEGER)

エンキューされたメッセージの遅延値を指定、または遅延指定を返します。遅延は、
メッセージがデキュー可能になるまでの秒数を表します。msgid によるデキューでは、
遅延指定が上書きされます。遅延付きでエンキューされたメッセージはWAITING状態
になり、遅延時間が終了すると READY状態になります。DELAY処理では、キュー・モ
ニターが起動されている必要があります。遅延は、メッセージをエンキューするプロ
デューサによって設定されることに注意してください。

NO_DELAY: メッセージは、ただちにデキューできます。

数値 : メッセージの遅延秒数です。

expiration

(BINARY_INTEGER)

メッセージの期限切れまでの時間を指定、または返します。このパラメータでは、
メッセージがデキュー可能な期間を秒単位で指定します。このパラメータは遅延から
のオフセットです。期限切れ処理では、キュー・モニターが起動されている必要があ
ります。

NEVER: メッセージは期限切れになりません。

数値 : メッセージが READY状態にとどまる秒数です。メッセージが期限切れになるま
でデキューされなかった場合には、EXPIRED状態で例外キューに移動されます。

correlation

(VARCHAR2(128))

メッセージのエンキュー時にプロデューサによって指定された識別子を返します。

attempts

(BINARY_INTEGER)

このメッセージに対するデキューの試行回数を返します。このパラメータは、エン
キュー時には設定できません。

recipient_list

(aq$_recipient_list_
t)

型定義の詳細は、「エージェント」の項を参照してください。

このパラメータは、複数コンシューマに対応したキューに対してのみ有効です。デ
フォルトの受信者は、キューのサブスクライバです。このパラメータは、デキュー時
にはコンシューマに対して返されません。

exception_queue

(VARCHAR2(51))

このメッセージが正常に処理されなかった場合に移されるキュー名を指定、または指
定されたキュー名を返します。メッセージは、デキューの（異常終了した）試行回数
が max_retriesを超えるか、またはそのメッセージが期限切れになった場合に移されま
す。例外キューに移されたメッセージはすべて、EXPIRED状態になっています。

デフォルトは、キュー表に対応付けられた例外キューです。メッセージを移動する時
に指定した例外キューが存在しない場合には、そのメッセージはキュー表に対応付け
られたデフォルトの例外キューに移動され、アラート・ファイルに警告が記録されま
す。デフォルトの例外キューが使用される場合は、デキュー時に NULL値が返されま
す。
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メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する ]
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ 待機中または処理済み状態のメッセージを見るには、メッセージ IDによってデキュー

または参照する方法と、SELECT文を使用する方法があります。

■ メッセージの遅延および期限切れの処理は、キュー・モニター（QMN）バックグラウ
ンド・プロセスによって行われます。AQの遅延および期限切れの処理を利用するとき
は、忘れずに QMNプロセスを開始する必要があります。

 

enqueue_time

(DATE)

メッセージがエンキューされた時刻を返します。この値はシステムによって決定され、
ユーザーは設定できません。このパラメータは、エンキュー時には設定できません。

state

(BINARY_INTEGER)

デキュー時のメッセージの状態を返します。このパラメータは、エンキュー時には設
定できません。

0: メッセージは処理可能状態です。

1: メッセージはまだ遅延状態にあります。

2: メッセージは処理され、保存されています。

3: メッセージは例外キューに移動されています。

sender_id

(aq$_agent)

アプリケーションによって指定された送信者識別子を指定、または返します。

デフォルトは NULLです。

original_msgid

(RAW(16))

このパラメータは、メッセージ伝播の際に Oracle AQによって使用されます。

デフォルトは NULLです。    

表表表表 6-4  メメメメッッッッセセセセーーーージ・ジ・ジ・ジ・ププププロロロロパパパパテテテティィィィ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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メッセージをエンキューする [ メッセージ・プロパティを指定する [送信者 ID を指定する ]]
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをエエエエンキンキンキンキュュュューすーすーすーするるるる [メメメメッセッセッセッセーーーージ・ジ・ジ・ジ・ププププロパロパロパロパテテテティをィをィをィを指指指指定定定定
すすすするるるる [送送送送信信信信者者者者 IDをををを指定指定指定指定すすすするるるる ]]

図図図図 6-5  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : メメメメッッッッセセセセージージージージををををエエエエンンンンキキキキュュュューすーすーすーするるるる [ メメメメッッッッセセセセージージージージ・・・・ププププロロロロパテパテパテパティィィィをををを指指指指定定定定すすすするるるる [ 送送送送
信信信信者者者者 IDをををを指指指指定す定す定す定するるるる ]] 

用用用用途途途途 :
メッセージの送信者（プロデューサ）を識別します。

構構構構文文文文 :
TYPE aq$_agent IS OBJECT (

Name            VARCHAR2(30), 
Address         VARCHAR2(1024),
Protocol        NUMBER);

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」

管理インタフェース�

送信者名を�
指定する�

送信者�
アドレスを�
指定する�

送信者�
プロトコルを�
指定する�

送信者IDを�
SPECIFYする�

メッセージ・�
プロパティを�
指定する�

デフォルト�
はNULL

デフォルト�
はNULL

デフォルトは�
NULLまたは0
操作インタフェース : 基本操作 6-13



メッセージをエンキューする [メッセージ・プロパティを指定する [送信者 ID を指定する ]]
エエエエーーーージジジジェェェェンンンントトトトのののの詳詳詳詳細細細細はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 3-5ページの「エージェント」
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メッセージをエンキューする [ペイロードを追加する ]
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをエエエエンキンキンキンキュュュューすーすーすーするるるる [ペペペペイイイイローローローロードドドドを追を追を追を追加加加加すすすするるるる ]

図図図図 6-6  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : メメメメッッッッセセセセージージージージををををエエエエンンンンキキキキュュュューすーすーすーするるるる [ ペペペペイイイイロロロロードードードードをををを追追追追加加加加すすすするるるる ]

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
RAW型のペイロードを格納するために、AQではペイロード・リポジトリとして LOB列を
持つキュー表を作成します。ペイロードの最大サイズは、AQにアクセスするために利用し
ているプログラム環境によって決まります。PL/SQL、Javaおよびプリコンパイラの場合は
32KBに制限され、OCIの場合の限界は 4GBです。

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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メッセージをエンキューする [ペイロードを追加する ]
例例例例 : オオオオブブブブジェクジェクジェクジェクトトトト型メ型メ型メ型メッッッッセージセージセージセージををををエンキエンキエンキエンキュュュューするーするーするーする

単単単単一一一一メッメッメッメッセセセセーーーージジジジをエをエをエをエンンンンキキキキュュュューしーしーしーし、、、、キキキキューューューュー名名名名おおおおよよよよびペびペびペびペイイイイロロロローーーードをドをドをドを指指指指定定定定すすすするるるる 
/* Enqueue to msg_queue: */
DECLARE
   Enqueue_options     DBMS_AQ.enqueue_options_t;
   Message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   Message_handle      RAW(16);
   Message             aq.message_typ;

BEGIN
   Message := aq.message_typ(’NORMAL MESSAGE’,
      ’enqueued to msg_queue first.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,           
   Enqueue_options            => enqueue_options,       
   Message_properties         => message_properties,     
   Payload                    => message,               
   Msgid                      => message_handle);

注注注注意意意意 : 次のデータ構造をセットアップしないと動作しない例もあります。

CONNECT system/manager
CREATE USER aq IDENTIFIED BY aq;
GRANT Aq_administrator_role TO aq;
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   Queue_table            =>  ’aq.objmsgs_qtab’,
   Queue_payload_type     =>  ’aq.message_typ’);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE ( 
   Queue_name            =>  ’aq.msg_queue’,
   Queue_table           =>  ’aq.objmsgs_qtab’);
EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE (
   Queue_name         => ’aq.msg_queue’,
   Enqueue            => TRUE);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   Queue_table            => ’aq.prioritymsgs_qtab’,
   Sort_list              => ’PRIORITY,ENQ_TIME’,
   Queue_payload_type     => ’aq.message_typ’);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
   Queue_name             => ’aq.priority_msg_queue’,
   Queue_table            => ’aq.prioritymsgs_qtab’);
EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE (
   Queue_name             => ’aq.priority_msg_queue’,
   Enqueue                => TRUE);
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メッセージをエンキューする [ペイロードを追加する ]
   COMMIT;
END;

単単単単一一一一メッメッメッメッセセセセーーーージジジジをエをエをエをエンンンンキキキキュュュューしーしーしーし、、、、優優優優先先先先順位順位順位順位をををを指指指指定定定定すすすするるるる
/* The queue name priority_msg_queue is defined as an object type queue table. 
   The payload object type is message. The schema of the queue is aq.  */

 /* Enqueue a message with priority 30: */ 
DECLARE 
   Enqueue_options       dbms_aq.enqueue_options_t; 
   Message_properties    dbms_aq.message_properties_t; 
   Message_handle        RAW(16); 
   Message               aq.Message_typ; 
 
BEGIN 
   Message := Message_typ(’PRIORITY MESSAGE’, ’enqued at priority 30.’); 
 
   message_properties.priority := 30; 
 
   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’priority_msg_queue’, 
   enqueue_options            => enqueue_options,
   message_properties         => message_properties,
   payload                    => message,
   msgid                      => message_handle);
 
   COMMIT; 
END; 
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1個（複数個）のキューをリスニングする
1個個個個（複（複（複（複数数数数個）個）個）個）ののののキューキューキューキューををををリスリスリスリスニニニニングングングングすすすするるるる 

図図図図 6-7  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 1 個個個個（（（（複複複複数数数数個）個）個）個）ののののキキキキュュュューをーをーをーをリリリリススススニニニニンンンンググググするするするする 

用用用用途途途途 :
エージェント・リストのかわりに、1つまたは複数のキューを監視します。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQ.LISTEN (
   agent_list IN   aq$_agent_list_t,
   wait       IN   BINARY_INTEGER default DBMS_AQ.FOREVER,
   agent      OUT  aq$_agent);

TYPE aq$_agent_list_t IS TABLE of aq$_agent INDEX BY BINARY_INTEGER;

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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1個（複数個）のキューをリスニングする
使使使使用用用用方方方方法法法法 :
 

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
コールの引数に、エージェント・リストがあります。各エージェント・リストのアドレス・
フィールドには、監視するキューを指定します。複数コンシューマ・キューを監視するとき
は、エージェント名も指定する必要があります。単一コンシューマ・キューの場合は、エー
ジェント名を指定しないでください。アドレスでサポートされているのは、ローカル・
キューのみです。プロトコルは、将来の使用に備えて確保されています。

このコールは、リストにあるエージェントによって処理可能なメッセージがある場合にリ
ターンされるブロッキング・コールです。処理可能なエージェントが複数ある場合、最初に
リストされたエージェントが返されます。タイムアウトになった時点で 1つもメッセージが
ない場合は、エラーになります。

listen コールから正常に戻っても、指定されたキューの 1つに指定されたエージェントの
1つによって処理できるメッセージがあることを意味しているに過ぎません。処理するエー
ジェントは、その関連メッセージをデキューする必要があります。

非永続キューには listen をコールできないことに注意してください。

表表表表 6-5  DBMS_AQ.LISTEN

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

agent_list (aq$_
agent_list)

「リスニング」するエージェント・リスト。

wait (integer default 
DBMS_AQ.FOREVER)

リスニング・コールがタイムアウトになるまでの時間（秒数）。デフォルトでは、この
コールは無期限にブロックします。

agent (aq$_agent) 処理できるメッセージを持っているエージェント。
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1個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
1個個個個（複（複（複（複数数数数個）個）個）個）のののの単一コ単一コ単一コ単一コンンンンシュシュシュシューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキューューューューををををリスリスリスリスニニニニングングングングすすすするるるる 

図図図図 6-8  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 1 個個個個（（（（複複複複数数数数個）個）個）個）のののの単単単単一一一一コンコンコンコンシシシシュュュューーーーママママ・・・・キュキュキュキューーーーををををリリリリスニスニスニスニンンンンググググすすすするるるる

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用ししししてててて 1個（個（個（個（複複複複数個）数個）数個）数個）ののののキューキューキューキューをををを
リスリスリスリスニニニニングすングすングすングするるるる  

/* The listen call allows you to monitor a list of queues for messages for 
   specific agents. You need to have dequeue privileges for all the queues 
   you wish to monitor. */

単単単単一一一一コンコンコンコンシシシシュュュューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキュュュューーーーをリをリをリをリススススニニニニンンンングすグすグすグするるるる（（（（タタタタイムイムイムイムアアアアウウウウトトトトはははは 0）））） 
DECLARE
   Agent_w_msg      aq$_agent;

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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1 個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
   My_agent_list    dbms_aq.agent_list_t;

BEGIN
   /* NOTE:  MCQ1, MCQ2, MCQ3 are multi-consumer queues  in SCOTT’s schema
   *        SCQ1, SCQ2, SCQ3 are single consumer queues in SCOTT’s schema
   */

   Qlist(1):= aq$_agent(NULL, 'scott.SCQ1',  NULL);
   Qlist(2):= aq$_agent(NULL, 'SCQ2', NULL);
   Qlist(3):= aq$_agent(NULL, 'SCQ3', NULL);

   /* Listen with a time-out of zero: */
   DBMS_AQ.LISTEN(
      Agent_list   =>   My_agent_list, 
      Wait         =>   0, 
      Agent        =>   agent_w_msg);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message in Queue :- ' ||  agent_w_msg.address);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
END;

例例例例 : C（（（（OCI）を使）を使）を使）を使用用用用ししししてててて 1個（個（個（個（複複複複数個）数個）数個）数個）ののののキューキューキューキューををををリスリスリスリスニニニニングすングすングすングするるるる

タタタタイイイイムアムアムアムアウウウウトトトト 0で単で単で単で単一一一一ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キュキュキュキューーーーををををリリリリスニスニスニスニンンンンググググすすすするるるる 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
    text errbuf[512];
    ub4 buflen;
    sb4 errcode;

    switch (status)
    {
   case OCI_SUCCESS:
       break;
   case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
       printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO¥n");
       break;
   case OCI_NEED_DATA:
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1個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
       printf("Error - OCI_NEED_DATA¥n");
       break;
   case OCI_NO_DATA:
       printf("Error - OCI_NO_DATA¥n");
       break;
   case OCI_ERROR:
       OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
       errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
       printf("Error - %s¥n", errbuf);
       break;
   case OCI_INVALID_HANDLE:
       printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
       break;
   case OCI_STILL_EXECUTING:
       printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE¥n");
       break;
   case OCI_CONTINUE:
       printf("Error - OCI_CONTINUE¥n");
       break;
   default:
   break;
    }
}

/* set agent into descriptor */
void SetAgent(agent, appname, queue,errhp)

OCIAQAgent  *agent;
text        *appname;
text        *queue;
OCIError    *errhp;
{

  OCIAttrSet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     appname ? (dvoid *)appname : (dvoid *)"", 
     appname ? strlen((const char *)appname) : 0,
        OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);

  OCIAttrSet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     queue ? (dvoid *)queue : (dvoid *)"", 
     queue ? strlen((const char *)queue) : 0,
        OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, errhp);

  printf("Set agent name to %s¥n", appname ? (char *)appname : "NULL");
  printf("Set agent address to %s¥n", queue ? (char *)queue : "NULL");
}

6-22 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



1 個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
/* get agent from descriptor */
void GetAgent(agent, errhp)
OCIAQAgent *agent;
OCIError   *errhp;
{
text      *appname;
text        *queue;
ub4       appsz;
ub4       queuesz;

  if (!agent )
  {
    printf("agent was NULL ¥n");
    return;
  }
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     (dvoid *)&appname, &appsz, OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     (dvoid *)&queue, &queuesz, OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, errhp));
  if (!appsz)
     printf("agent name: NULL¥n");
  else printf("agent name: %.*s¥n", appsz, (char *)appname);
  if (!queuesz)
     printf("agent address: NULL¥n");
  else printf("agent address: %.*s¥n", queuesz, (char *)queue);
}

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIAQAgent *agent_list[3];
  OCIAQAgent *agent = (OCIAQAgent *)0;
  /* added next 2 121598 */
  int i;

 /* Standard OCI Initialization */

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
     (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
 
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, 
             (ub4) OCI_HTYPE_ENV, 0, (dvoid **) 0);
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1個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
     0, (dvoid **) 0);

  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
     0, (dvoid **) 0);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
     0, (dvoid **) 0);
  
  /* set attribute server context in the service context */
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
     (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
      (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
     (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
   
  OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *) "tiger", (ub4) strlen("tiger"),
      (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);   
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, OCI_DEFAULT);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
     (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* AQ LISTEN Initialization - allocate agent handles */
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
     agent_list[i] = (OCIAQAgent *)0;
     OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agent_list[i], 
         OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);
  }

  /* 
   *   SCQ1, SCQ2, SCQ3 are single consumer queues in SCOTT’s schema
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1 個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
   */
 
  SetAgent(agent_list[0], (text *)0, "SCOTT.SCQ1", errhp);
  SetAgent(agent_list[1], (text *)0, "SCOTT.SCQ2", errhp);
  SetAgent(agent_list[2], (text *)0, "SCOTT.SCQ3", errhp);
 
  checkerr(errhp,OCIAQListen(svchp, errhp, agent_list, 3, 0, &agent, 0));

  printf("MESSAGE for :- ¥n");
  GetAgent(agent, errhp);
   printf("¥n");

}

タタタタイイイイムアムアムアムアウウウウトトトト 120秒秒秒秒で単で単で単で単一一一一ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キュキュキュキューーーーををををリリリリスニスニスニスニンンンンググググすすすするるるる 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
    text errbuf[512];
    ub4 buflen;
    sb4 errcode;

    switch (status)
    {
   case OCI_SUCCESS:
       break;
   case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
       printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO¥n");
       break;
   case OCI_NEED_DATA:
       printf("Error - OCI_NEED_DATA¥n");
       break;
   case OCI_NO_DATA:
       printf("Error - OCI_NO_DATA¥n");
       break;
   case OCI_ERROR:
       OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
       errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
       printf("Error - %s¥n", errbuf);
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1個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
       break;
   case OCI_INVALID_HANDLE:
       printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
       break;
   case OCI_STILL_EXECUTING:
       printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE¥n");
       break;
   case OCI_CONTINUE:
       printf("Error - OCI_CONTINUE¥n");
       break;
   default:
   break;
    }
}

/* set agent into descriptor */
/* void SetAgent(agent, appname, queue) */
void SetAgent(agent, appname, queue,errhp)

OCIAQAgent  *agent;
text        *appname;
text        *queue;
OCIError    *errhp;
{

  OCIAttrSet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     appname ? (dvoid *)appname : (dvoid *)"",
     appname ? strlen((const char *)appname) : 0,
        OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);

  OCIAttrSet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT,
     queue ? (dvoid *)queue : (dvoid *)"", 
     queue ? strlen((const char *)queue) : 0,
        OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, errhp);

  printf("Set agent name to %s¥n", appname ? (char *)appname : "NULL");
  printf("Set agent address to %s¥n", queue ? (char *)queue : "NULL");
}

/* get agent from descriptor */
void GetAgent(agent, errhp)
OCIAQAgent *agent;
OCIError   *errhp;
{
text      *appname;
text      *queue;
ub4       appsz;
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1 個（複数個）の単一コンシューマ・キューをリスニングする
ub4       queuesz;

  if (!agent )
  {
    printf("agent was NULL ¥n");
    return;
  }
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT,
     (dvoid *)&appname, &appsz, OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     (dvoid *)&queue, &queuesz, OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, errhp));
  if (!appsz)
     printf("agent name: NULL¥n");
  else printf("agent name: %.*s¥n", appsz, (char *)appname);
  if (!queuesz)
     printf("agent address: NULL¥n");
  else printf("agent address: %.*s¥n", queuesz, (char *)queue);
}

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIAQAgent *agent_list[3];
  OCIAQAgent *agent = (OCIAQAgent *)0;
  /* added next 2 121598 */
  int i;

 /* Standard OCI Initialization */

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
     (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
 
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp,
             (ub4) OCI_HTYPE_ENV, 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
     0, (dvoid **) 0);

  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
     0, (dvoid **) 0);
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  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
     0, (dvoid **) 0);
  
  /* set attribute server context in the service context */
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
     (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
      (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
     (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
   
  OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *) "tiger", (ub4) strlen("tiger"),
      (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);   
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, OCI_DEFAULT);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
     (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* AQ LISTEN Initialization - allocate agent handles */
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
     agent_list[i] = (OCIAQAgent *)0;
     OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agent_list[i],
         OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);
  }

  /* 
   *   SCQ1, SCQ2, SCQ3 are single consumer queues in SCOTT’s schema
   */
 
  SetAgent(agent_list[0], (text *)0, "SCOTT.SCQ1", errhp);
  SetAgent(agent_list[1], (text *)0, "SCOTT.SCQ2", errhp);
  SetAgent(agent_list[2], (text *)0, "SCOTT.SCQ3", errhp);
 
  checkerr(errhp,OCIAQListen(svchp, errhp, agent_list, 3, 120, &agent, 0));
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  printf("MESSAGE for :- ¥n");
  GetAgent(agent, errhp);
   printf("¥n");

}
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1個個個個（複（複（複（複数数数数個）個）個）個）のののの複数コ複数コ複数コ複数コンンンンシュシュシュシューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキューューューューををををリスリスリスリスニニニニングングングングすすすするるるる 

図図図図 6-9  ユユユユーーーーススススケケケケースースースース図図図図 : 1 個個個個（（（（複複複複数数数数個）個）個）個）のののの複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシュュュューーーーママママ・・・・キュキュキュキューーーーををををリリリリスニスニスニスニンンンンググググすすすするるるる

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用ししししてててて 1個（個（個（個（複複複複数個）数個）数個）数個）ののののキューキューキューキューをををを
リスリスリスリスニニニニングすングすングすングするるるる  

/* The listen call allows you to monitor a list of queues for messages for
   specific agents. You need to have dequeue privileges for all the queues 
   you wish to monitor. */

複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシュュュューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキュュュューーーーをリをリをリをリススススニニニニンンンングすグすグすグするるるる（（（（タタタタイムイムイムイムアアアアウウウウトトトトはははは 0））））
DECLARE
   Agent_w_msg      aq$_agent;
   My_agent_list    dbms_aq.agent_list_t;

BEGIN
   /* NOTE:  MCQ1, MCQ2, MCQ3 are multi-consumer queues  in SCOTT’s schema
   *        SCQ1, SCQ2, SCQ3 are single consumer queues in SCOTT’s schema
   */
    Qlist(1):= aq$_agent('agent1', 'MCQ1',  NULL);
    Qlist(2):= aq$_agent('agent2', 'scott.MCQ2', NULL);
    Qlist(3):= aq$_agent('agent3', 'scott.MCQ3', NULL);

   /* Listen with a time-out of zero: */
   DBMS_AQ.LISTEN(
      agent_list   =>    My_agent_list, 
      wait         =>    0, 
      agent        =>    agent_w_msg);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message in Queue :- ' ||  agent_w_msg.address);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
END;
   /

複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシュュュューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキュュュューーーーのグのグのグのグルルルルーーーーププププをリをリをリをリススススニニニニンンンングすグすグすグするるるる（（（（タタタタイムイムイムイムアアアアウトウトウトウト
はははは 100秒秒秒秒）））） 
DECLARE
   Agent_w_msg      aq$_agent;
   My_agent_list    dbms_aq.agent_list_t;

BEGIN
   /* NOTE:  MCQ1, MCQ2, MCQ3 are multi-consumer queues  in SCOTT’s schema
   *        SCQ1, SCQ2, SCQ3 are single consumer queues in SCOTT’s schema
   */
   Qlist(1):= aq$_agent('agent1', 'MCQ1',  NULL);
   Qlist(2):= aq$_agent(NULL, 'scott.SQ1', NULL);
   Qlist(3):= aq$_agent('agent3', 'scott.MCQ3', NULL);
   /* Listen with a time-out of 100 seconds */
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   DBMS_AQ.LISTEN(
      Agent_list   =>   My_agent_list,
      Wait         =>   100, 
      Agent        =>    agent_w_msg);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message in Queue :- ' ||  agent_w_msg.address
                           || 'for agent' || agent_w_msg.name);
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
   END;
   /

例例例例 : C（（（（OCI）を使）を使）を使）を使用用用用ししししてててて 1個（個（個（個（複複複複数個）数個）数個）数個）のののの複数コ複数コ複数コ複数コンンンンシュシュシュシューーーーマ・キマ・キマ・キマ・キュュュューをリーをリーをリーをリ
スニスニスニスニンンンングするグするグするグする

タタタタイイイイムアムアムアムアウウウウトトトト 0、、、、120秒秒秒秒おおおおよよよよびびびび 100 秒秒秒秒でででで複数複数複数複数ココココンシンシンシンシュュュューーーーママママ・キ・キ・キ・キュュュューーーーををををリリリリ
ススススニニニニングングングングすすすするるるる 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
    text errbuf[512];
    ub4 buflen;
    sb4 errcode;

    switch (status)
    {
   case OCI_SUCCESS:
       break;
   case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
       printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO¥n");
       break;
   case OCI_NEED_DATA:
       printf("Error - OCI_NEED_DATA¥n");
       break;
   case OCI_NO_DATA:
       printf("Error - OCI_NO_DATA¥n");
       break;
   case OCI_ERROR:
       OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
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       errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
       printf("Error - %s¥n", errbuf);
       break;
   case OCI_INVALID_HANDLE:
       printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
       break;
   case OCI_STILL_EXECUTING:
       printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE¥n");
       break;
   case OCI_CONTINUE:
       printf("Error - OCI_CONTINUE¥n");
       break;
   default:
   break;
    }
}

void SetAgent(OCIAQAgent *agent, 
         text       *appname, 
         text       *queue,
         OCIError   *errhp,
         OCIEnv     *envhp);

void GetAgent(OCIAQAgent *agent, 
         OCIError   *errhp);

/*----------------------------------------------------------------*/
/* OCI Listen examples for multi-consumers                        */
/*                                                                */
void SetAgent(agent, appname, queue, errhp)
OCIAQAgent    *agent;
text          *appname;
text          *queue;
OCIError      *errhp;
{
  OCIAttrSet(agent, 
        OCI_DTYPE_AQAGENT, 
        appname ? (dvoid *)appname : (dvoid *)"", 
        appname ? strlen((const char *)appname) : 0,
             OCI_ATTR_AGENT_NAME, 
        errhp);

  OCIAttrSet(agent,
        OCI_DTYPE_AQAGENT,
        queue ? (dvoid *)queue : (dvoid *)"", 
        queue ? strlen((const char *)queue) : 0,
             OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, 
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        errhp);

  printf("Set agent name to %s¥n", appname ? (char *)appname : "NULL");
  printf("Set agent address to %s¥n", queue ? (char *)queue : "NULL");
}

/* get agent from descriptor */
void GetAgent(agent, errhp)
OCIAQAgent *agent;
OCIError   *errhp;
{
   text      *appname;
   text      *queue;
   ub4       appsz;
   ub4       queuesz;

   if (!agent )
  {
     printf("agent was NULL ¥n");
     return;
  }
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     (dvoid *)&appname, &appsz, OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 
     (dvoid *)&queue, &queuesz, OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS, errhp));
  if (!appsz)
     printf("agent name: NULL¥n");
  else printf("agent name: %.*s¥n", appsz, (char *)appname);
  if (!queuesz)
     printf("agent address: NULL¥n");
  else printf("agent address: %.*s¥n", queuesz, (char *)queue);
}

/* main from AQ Listen to Multi-Consumer Queue(s) */

/*  int main() */
int main(char *argv, int argc)
{
    OCIEnv     *envhp;
    OCIServer  *srvhp;
    OCIError   *errhp;
    OCISvcCtx  *svchp;
    OCISession *usrhp;
    OCIAQAgent *agent_list[3];
    OCIAQAgent *agent;
    int         i;
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 /* Standard OCI Initialization */

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, 
      (dvoid *)0,  
      (dvoid * (*)()) 0,
      (dvoid * (*)()) 0,
      (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
     0, (dvoid **) 0);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 0, (dvoid **)0);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
     0, (dvoid **) 0);

  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
     0, (dvoid **) 0);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
     0, (dvoid **) 0);
  
  /* set attribute server context in the service context */
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
     (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
   /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
   /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
     (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
   

   OCIAttrSet((dvoid *) usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *) "tiger", (ub4) strlen("tiger"),
      (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, OCI_DEFAULT);
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  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
     (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* AQ LISTEN Initialization - allocate agent handles */
  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
     OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agent_list[i], 
         OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);
  }

  /* 
   *  MCQ1, MCQ2, MCQ3 are multi-consumer queues in SCOTT’s schema 
   */
  /* Listening to Multi-consumer Queues with Zero Timeout */

  SetAgent(agent_list[0], "app1", "MCQ1", errhp);
  SetAgent(agent_list[1], "app2", "MCQ2", errhp);
  SetAgent(agent_list[2], "app3", "MCQ3", errhp);
 
  checkerr(errhp, OCIAQListen(svchp, errhp, agent_list, 3, 0, &agent, 0));

  printf("MESSAGE for :- ¥n");
  GetAgent(agent, errhp);
   printf("¥n");

  /* Listening to Multi-consumer Queues with Timeout of 120 Seconds */

  SetAgent(agent_list[0], "app1", "SCOTT.MCQ1", errhp);
  SetAgent(agent_list[1], "app2", "SCOTT.MCQ2", errhp);
  SetAgent(agent_list[2], "app3", "SCOTT.MCQ3", errhp);
 
  checkerr(errhp,OCIAQListen(svchp, errhp, agent_list, 3, 120, &agent, 0));

  printf("MESSAGE for :- ¥n");             
  GetAgent(agent, errhp);
   printf("¥n");

  /* Listening to a Mixture of Single and Multi-consumer Queues 
   * with a Timeout of 100 Seconds
   */

  SetAgent(agent_list[0], "app1", "SCOTT.MCQ1", errhp);
  SetAgent(agent_list[1], "app2", "SCOTT.MCQ2", errhp);
  SetAgent(agent_list[2], (text *)0, "SCOTT.SCQ3", errhp);
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  checkerr(errhp, OCIAQListen(svchp, errhp, agent_list, 3, 100, &agent, 0));

  printf("MESSAGE for :- ¥n");             
  GetAgent(agent, errhp);
   printf("¥n");

}
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メッセージをデキューする
メメメメッセッセッセッセーーーージをジをジをジをデデデデキュキュキュキューーーーするするするする

図図図図 6-10  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : メメメメッッッッセセセセーーーージジジジををををデキデキデキデキュュュューーーーすすすするるるる 

用用用用途途途途 : 
メッセージを、指定したキューからデキューします。

構構構構文文文文 :
DBMS_AQ.DEQUEUE (

queue_name          IN      VARCHAR2,
dequeue_options     IN      dequeue_options_t,
message_properties  OUT     message_properties_t,
payload             OUT    "<type_name>",
msgid               OUT     raw);

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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使使使使用用用用方方方方法法法法 :
   

使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジのののの検検検検索基索基索基索基準準準準ととととデデデデキュキュキュキューーーー順順順順序序序序 
■ デキューするメッセージの検索基準は、dequeue_optionsの consumer_name、msgidおよ

び correlationパラメータによって決まります。msgidによって、デキューされるメッ
セージが一意に識別されます。相関識別子は、AQでは解釈されない、アプリケーショ
ン定義の識別子です。

■ msgidを指定しない限り、READY状態のメッセージのみがデキューされます。

■ デキューの順序は、dequeue_optionsの msgidおよび相関識別子で上書きされない限り、
キュー表の作成時に指定された値によって決まります。

■ キュー操作には、データベースの読取り一貫性機能が適用されます。たとえば、トラン
ザクションによる参照が始まってからエンキューされたメッセージを、BROWSEコール
では参照できません。

表表表表 6-6  DBMS_AQ.DEQUEUE

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

queue_name

(IN VARCHAR2)

キュー名を指定します。

dequeue_options

(IN dequeue_option_t)

型定義の詳細は、「DEQUEUEオプション」の項を参照してください。

message_properties

(OUT message_
properties_t)

型定義の詳細は、「メッセージ・プロパティ」の項を参照してください。

payload

(OUT "<type_name>")

Oracle AQでは解釈されません。

ペイロードは、対応付けられたキュー表の仕様に従って指定する必要があります。
<type_name> 定義の詳細は、「型名」の項を参照してください。

msgid

(OUT RAW)

システムで生成されたメッセージ識別子です。
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キキキキュュュューのーのーのーのナナナナビビビビゲゲゲゲートートートート 
デキュー時のデフォルトの NAVIGATIONパラメータは、NEXT_MESSAGEです。つまり、後
続のデキューでは、最初のデキューで取得したスナップショットを基礎とするキューから
メッセージが取り出されます。特に、最初のデキュー・コマンドの後にエンキューされた
メッセージは、キューに残っているメッセージがすべて処理されてから処理されます。すべ
てのメッセージがすでにキューにエンキューされている場合、またはキューに優先順位がな
い場合にはこのような処理で十分です。しかし、デキュー・コマンドごとにキューの最初の
メッセージを処理する必要がある場合は、アプリケーションで FIRST_MESSAGEナビゲー
ション・オプションを使用する必要があります。通常は、すでにエンキューされたメッセー
ジの処理中に、優先順位の高いメッセージがキューに到着する場合に、このような処理が必
要になります。

          

メメメメッッッッセーセーセーセージジジジののののググググルールールーループプププ化化化化にににによりよりよりよりデデデデキキキキュュュューすーすーすーするるるる
■ メッセージをグループ化できるキューに同一トランザクションのメッセージがエン

キューされると、グループが形成されます。トランザクションに 1つのメッセージしか
エンキューされていない場合でも、実際に 1つのグループが形成されます。1つのトラ
ンザクションでグループ化できるメッセージの数に、上限はありません。

■ メッセージをグループ化できないキューでは、LOCKEDまたは REMOVEモードのデ
キューによって 1メッセージのみがロックされます。それに対して、グループの一部で
あるメッセージをデキューする操作では、グループ全体がロックされます。これは、グ
ループのメッセージ全体をアトミック単位（最小単位）として処理する必要がある場合
に役立ちます。

■ グループのメッセージ全体をデキューした後でデキュー操作をすると、グループのメッ
セージがすべて処理されたことを示すエラーが返されます。その後、アプリケーション
は NEXT_TRANSACTIONを使用して、次に利用できるグループからメッセージのデ
キューを開始します。使用可能なグループがない場合、指定された WAIT期間の経過
後、デキューはタイムアウトになります。

注注注注意意意意 : 同時にエンキューされたメッセージがある場合には、FIRST_
MESSAGEナビゲーション・オプションを使用するとより効果的です。
FIRST_MESSAGEが指定されないと、AQでは最初のデキュー・コマンド
と同様のスナップショットを継続して生成する必要があり、パフォーマン
スの低下につながります。FIRST_MESSAGEオプションが指定されると、
AQでは、すべてのデキュー・コマンドに新しいスナップショットを使用
します。
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単一コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
単単単単一コ一コ一コ一コンンンンシュシュシュシューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキューューューューかかかからメらメらメらメッッッッセーセーセーセージジジジをデをデをデをデキキキキューューューューすすすするるるる [オオオオ
ププププショショショションンンンを指を指を指を指定定定定すすすするるるる ]

図図図図 6-11  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 単単単単一一一一ココココンンンンシシシシュュュューマーマーマーマ・・・・キキキキュュュューかーかーかーかららららメメメメッッッッセセセセーーーージをジをジをジをデデデデキキキキュュュューすーすーすーするるるる
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単一コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
用用用用途途途途 :
デキュー操作で使用できるオプションを指定します。

構構構構文文文文 :
TYPE dequeue_options_t IS RECORD (
   consumer_name    VARCHAR2(30) default NULL,
   dequeue_mode     BINARY_INTEGER default REMOVE,
   navigation       BINARY_INTEGER default NEXT_MESSAGE,
   visibility       BINARY_INTEGER default ON_COMMIT,
   wait             BINARY_INTEGER default FOREVER,
   msgid            RAW(16) default NULL,
   correlation      VARCHAR2(128) default NULL);

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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単一コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 6-7  単単単単一一一一ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キキキキュュュューのーのーのーのたたたためめめめのののの DEQUEUEオオオオププププシシシショョョョンンンン 

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

consumer_name コンシューマの名前です。コンシューマ名が一致するメッセージのみがアクセスされま
す。複数コンシューマ用のキューでない場合には、このフィールドを NULLにする必要
があります。

dequeue_mode デキューに対応付けられたロック動作を指定します。

BROWSE: メッセージのロックを取得しないで、メッセージを読み込みます。SELECT文
と等価です。

LOCKED: メッセージを読み込んで、書込みロックを取得します。ロックは、そのトラン
ザクションが終了するまで継続します。SELECT FOR UPDATE文と等価です。

REMOVE: メッセージを読み込んで、更新または削除します。これがデフォルトです。
メッセージは、retentionプロパティに基づいて、キュー表に保存できます。

REMOVE_NODATA: そのメッセージに、更新済みまたは削除済みのマークを設定します。
メッセージは、retentionプロパティに基づいて、キュー表に保存できます。

navigation 取り出すメッセージの順位を指定します。まず最初に、順位が決定されます。次に、検
索基準が適用されます。最後に、メッセージが取り出されます。

NEXT_MESSAGE: 取出し可能で検索基準に適合する次のメッセージを取り出します。前
のメッセージがメッセージ・グループに属している場合、AQ では、検索基準に適合し、
同じメッセージ・グループに属する、次の取出し可能メッセージを取り出します。これ
がデフォルトです。

NEXT_TRANSACTION: 現行のトランザクション・グループの残りのメッセージ（存在す
る場合）をスキップして、次のトランザクション・グループの最初のメッセージを取り
出します。このオプションは、現行のキューでメッセージのグループ化が使用可能な場
合にのみ使用できます。

FIRST_MESSAGE: 取出し可能で検索基準に適合する、最初のメッセージを取り出しま
す。このオプションを使用すると、順位がキューの先頭にリセットされます。

visibility 新規メッセージを、現行トランザクションの一部としてデキューするかどうかを指定し
ます。visibilityパラメータは、BROWSEモードを使用している場合には無視されます。

ON_COMMIT: デキューは現行トランザクションの一部として行われます。これがデフォ
ルトです。

IMMEDIATE: デキューされたメッセージは、現行トランザクションの一部ではありませ
ん。このメッセージは、それ自体が 1つのトランザクションになります。
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単一コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
一般的には、メッセージのコンシューマはデキュー・インタフェースによってメッセージに
アクセスすると考えられます。処理済みまたは処理が終了していないメッセージは、メッ
セージ識別子または SELECT文を使用して参照できます。

例例例例 : PL/SQL（（（（DBMS_AQパパパパッケーッケーッケーッケージジジジ）を使）を使）を使）を使用用用用してオしてオしてオしてオブブブブジェクジェクジェクジェクトトトト型メッ型メッ型メッ型メッセセセセージージージージ
をデをデをデをデキキキキューすューすューすューするるるる 

/* Dequeue from msg_queue: */
DECLARE
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
message_handle      RAW(16);
message             aq.message_typ;

BEGIN
   DBMS_AQ.DEQUEUE(
      queue_name          =>     ’msg_queue’,
      dequeue_options      =>    dequeue_options,
      message_properties  =>     message_properties,
      payload             =>     message,
      msgid               =>     message_handle);

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
                                      ’ ... ’ || message.text );
   COMMIT;
END;

wait 現在の検索基準に適合する取出し可能メッセージが存在しない場合の、待ち時間を指定
します。

FOREVER: 無期限に待機します。これがデフォルトです。

NO_WAIT: 待機しません。

数値 : 待ち時間の秒数です。

msgid デキューされるメッセージのメッセージ識別子を指定します。

correlation デキューされるメッセージの相関識別子を指定します。パーセント符号（%）およびア
ンダースコア（_）のような特別なパターン・マッチング文字が使用できます。2つ以上
のメッセージがそのパターンを満たしている場合、デキューの順序は決定されません。

表表表表 6-7  単単単単一一一一ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キキキキュュュューのーのーのーのたたたためめめめのののの DEQUEUEオオオオププププシシシショョョョンンンン 

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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複数コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
操作インタフェース : 基本操作 6-45

複複複複数コ数コ数コ数コンンンンシュシュシュシューーーーマ・マ・マ・マ・キキキキューューューューかかかからメらメらメらメッッッッセーセーセーセージジジジをデをデをデをデキキキキューューューューすすすするるるる [オオオオ
ププププショショショションンンンを指を指を指を指定定定定すすすするるるる ] 

図図図図 6-12  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 複複複複数数数数ココココンンンンシシシシュュュューマーマーマーマ・・・・キキキキュュュューかーかーかーかららららメメメメッッッッセセセセーーーージをジをジをジをデデデデキキキキュュュューすーすーすーするるるる
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複数コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
用用用用途途途途 :
デキュー操作で使用できるオプションを指定します。

構構構構文文文文 :
TYPE dequeue_options_t IS RECORD (
   consumer_name    VARCHAR2(30) default NULL,
   dequeue_mode     BINARY_INTEGER default REMOVE,
   navigation       BINARY_INTEGER default NEXT_MESSAGE,
   visibility       BINARY_INTEGER default ON_COMMIT,
   wait             BINARY_INTEGER default FOREVER,
   msgid            RAW(16) default NULL,
   correlation      VARCHAR2(128) default NULL);

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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複数コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
使使使使用用用用方方方方法法法法 :

表表表表 6-8  複複複複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キキキキュュュューのーのーのーのたたたためめめめのののの DEQUEUEオオオオププププシシシショョョョンンンン

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

consumer_name コンシューマの名前です。コンシューマ名が一致するメッセージのみがアクセスされま
す。複数コンシューマ用のキューでない場合には、このフィールドを NULLにする必要
があります。

dequeue_mode デキューに対応付けられたロック動作を指定します。

BROWSE: メッセージのロックを取得しないで、メッセージを読み込みます。これは
SELECT文と等価です。

LOCKED: メッセージを読み込んで、書込みロックを取得します。ロックは、そのトラン
ザクションが終了するまで継続します。SELECT FOR UPDATE文と等価です。

REMOVE: メッセージを読み込んで、更新または削除します。これがデフォルトです。
メッセージは、retentionプロパティに基づいて、キュー表に保存できます。

REMOVE_NODATA: そのメッセージに、更新済みまたは削除済みのマークを設定します。
メッセージは、retentionプロパティに基づいて、キュー表に保存できます。

navigation 取り出すメッセージの順位を指定します。まず最初に、順位が決定されます。次に、検
索基準が適用されます。最後に、メッセージが取り出されます。

NEXT_MESSAGE: 取出し可能で検索基準に適合する次のメッセージを取り出します。前
のメッセージがメッセージ・グループに属している場合、AQ では、検索基準に適合し、
同じメッセージ・グループに属する、次の取出し可能メッセージを取り出します。これ
がデフォルトです。

NEXT_TRANSACTION: 現行のトランザクション・グループの残りのメッセージ（存在す
る場合）をスキップして、次のトランザクション・グループの最初のメッセージを取り
出します。このオプションは、現行のキューでメッセージのグループ化が使用可能な場
合にのみ使用できます。

FIRST_MESSAGE: 取出し可能で検索基準に適合する、最初のメッセージを取り出しま
す。このオプションを使用すると、順位がキューの先頭にリセットされます。

visibility 新規メッセージを、現行トランザクションの一部としてデキューするかどうかを指定し
ます。visibilityパラメータは、BROWSEモードを使用している場合には無視されます。

ON_COMMIT: デキューは現行トランザクションの一部として行われます。これがデフォ
ルトです。

IMMEDIATE: デキューされたメッセージは、現行トランザクションの一部ではありませ
ん。このメッセージは、それ自体が 1つのトランザクションになります。
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複数コンシューマ・キューからメッセージをデキューする [オプションを指定する ]
wait 現在の検索基準に適合する取出し可能メッセージが存在しない場合の、待ち時間を指定
します。

FOREVER: 無期限に待機します。これがデフォルトです。

NO_WAIT: 待機しません。

数値 : 待ち時間の秒数です。

msgid デキューされるメッセージのメッセージ識別子を指定します。

correlation デキューされるメッセージの相関識別子を指定します。パーセント符号（%）およびア
ンダースコア（_）のような特別なパターン・マッチング文字が使用できます。2つ以上
のメッセージがそのパターンを満たしている場合、デキューの順序は決定されません。

表表表表 6-8  複複複複数数数数ココココンンンンシュシュシュシューーーーママママ・・・・キキキキュュュューのーのーのーのたたたためめめめのののの DEQUEUEオオオオププププシシシショョョョンンンン

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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通知を登録する
通通通通知を知を知を知を登登登登録す録す録す録するるるる

図図図図 6-13  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : 通通通通知知知知をををを登登登登録録録録すすすするるるる 
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通知を登録する
用用用用途途途途 :
メッセージ通知のコールバックを登録します。

構構構構文文文文 :
ub4 OCISubscriptionRegister (
   OCISvcCtx          *svchp,
   OCISubscription    **subscrhpp,
   ub2                count,
   OCIError           *errhp,
   ub4                mode);

使使使使用用用用方方方方法法法法 :

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」

表表表表 6-9  通通通通知知知知ののののたたたためめめめのののの REGISTERオオオオプシプシプシプショョョョンンンン

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明

svchp (IN) バージョン 8の OCIサービス・コンテキストです。このサービス・コンテキストには認
証された有効なユーザー・ハンドルが必要です。

subscrhpp (IN) サブスクリプション・ハンドルの配列です。この配列の要素は、OCI_ATTR_SUBSCR_
NAME、OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE、OCI_ATTR_SUBSCR_CBACKおよび OCI_
ATTR_SUBSCR_CTX属性セットを伴うサブスクリプション・ハンドルである必要があり
ます。それ以外の場合は、エラーが返されます。「サブスクリプション・ハンドル属性」
を参照してください。

subscrhpp[i]によって示された登録の通知が受信されると、subscrhpp[i]用にユーザー
が設定したコールバック関数（OCI_ATTR_SUBSCR_CBACK）が、subscrhpp[i]用に設定
されたコンテキスト（OCI_ATTR_SUBSCR_CTX）で起動されます。
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通知を登録する
使用使用使用使用上上上上の注意の注意の注意の注意
■ このコールは、関心があるサブスクリプション名、および起動されるように対応付けら

れたコールバックを識別するサブスクリプション登録に対して起動されます。一度に、
関心があるサブスクリプションを複数個登録できます。

■ このインタフェースは、メッセージ配信が非同期モードで行われるときのみ有効です。
このモードで、サブスクライバはコールバックを指定する登録コールを発行します。サ
ブスクリプションの基準に合致するメッセージが届くと、そのコールバックが起動しま
す。次にそのコールバックは、メッセージを取り出す明示的な message_receive （デ
キュー）を発行できます。

■ ユーザーは登録の際に、OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQに設定された名前領域属性に
よって、サブスクリプション・ハンドルを指定する必要があります。

■ サブスクリプション名は、単一コンシューマ・キューに対する登録の場合は
「schema.queue 」という文字列で、複数コンシューマ・キューに対する登録の場合は
「schema.queue:consumer_name 」になります。

■ 関連関数は OCIAQListen() 、OCISubscriptionDisable() 、
OCISubscriptionEnable() および OCISubscriptionUnRegister() です。

count (IN) サブスクリプション・ハンドル配列の要素数です 

errhp (OUT) エラーが発生したときに、診断情報を返す OCIErrorGet() に渡せるエラー・ハンドル
です 

mode (IN) コール固有モードです。有効な値は次のとおりで。

■ OCI_DEFAULT - 登録が切断されたと見なすように指定するデフォルト・コールを
実行します。

■ OCI_NOTIFY_CONNECTED - クライアントに接続されているときのみ、通知が受け
付けられます（このリリースではサポートされていません）。

新しいクライアント・プロセスが動作を開始するとき、および古いプロセスが一度動作
を停止して再び動作を開始するときはいつでも、関心があるサブスクリプションをすべ
て登録する必要があります。クライアントが動作を続けていて、一度動作を止めたサー
バーが再び動作を開始したときは、クライアントは引き続き DISCONNECTED状態の登
録に関する通知を受け取ります。ただし、CONNECTED状態の登録に関する通知は、
サーバーが一度停止して再び動作を開始したときに失われるため、クライアントには届
きません。

OCIのののの通通通通知知知知登登登登録録録録オオオオペペペペレレレレーーーーシシシショョョョンンンンのののの詳詳詳詳細細細細情情情情報報報報はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』

表表表表 6-9  通通通通知知知知ののののたたたためめめめのののの REGISTERオオオオプシプシプシプショョョョンンンン

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 説説説説明明明明
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通知を登録する [サブスクリプション名を指定する－単一コンシューマ・キュー ]
通通通通知を知を知を知を登登登登録す録す録す録するるるる [ササササブブブブスクスクスクスクリリリリプシプシプシプショョョョン名ン名ン名ン名をををを指定指定指定指定すすすする－る－る－る－単単単単一コ一コ一コ一コンンンン
シシシシューューューューママママ・キ・キ・キ・キュュュューーーー ]

図図図図 6-14  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ササササブブブブススススククククリリリリププププショショショションンンン名名名名をををを指定指定指定指定すすすするるるる－－－－ 単一単一単一単一ココココンンンンシシシシューューューューママママ • キキキキュュュューーーー 

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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指定する�
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する�
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a

オプション�
指定�
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通通通通知を知を知を知を登登登登録す録す録す録するるるる [ササササブブブブスクスクスクスクリリリリプシプシプシプショョョョン名ン名ン名ン名をををを指定指定指定指定すすすする－る－る－る－複複複複数コ数コ数コ数コンンンン
シシシシューューューューママママ・キ・キ・キ・キュュュューーーー ]

図図図図 6-15  ユーユーユーユーススススケケケケーーーースススス図図図図 : ササササブブブブススススククククリリリリププププショショショションンンン名名名名をををを指定指定指定指定すすすするるるる－－－－ 複数複数複数複数ココココンンンンシシシシューューューューママママ • キキキキュュュューーーー

操操操操作作作作イイイインンンンタタタタフフフフェェェェーーーーススススにににに関関関関すすすするるるる全全全全基基基基本本本本操操操操作作作作はははは、、、、次次次次のののの表表表表をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 6-2ページの「ユースケース・モデル : 操作インタフェース － 基本操作」
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例例例例 : C(OCI)をををを使使使使用して用して用して用して単単単単一コン一コン一コン一コンシシシシューマューマューマューマおおおおよび複よび複よび複よび複数数数数コンコンコンコンシシシシューマューマューマューマののののキューキューキューキュー
に通に通に通に通知知知知を登録を登録を登録を登録すすすするるるる 

/* OCIRegister can be used by the client to register to receive notifications 
   when messages are enqueued into non-persistent and normal queues. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

static OCIEnv     *envhp;
static OCIServer  *srvhp;
static OCIError   *errhp;
static OCISvcCtx  *svchp;

/* The callback that gets invoked on notification */
ub4 notifyCB(ctx, subscrhp, pay, payl, desc, mode)
dvoid *ctx;
OCISubscription *subscrhp;      /* subscription handle */
dvoid           *pay;           /* payload  */
ub4              payl;          /* payload length */
dvoid           *desc;          /* the AQ notification descriptor */
ub4              mode;
{
 text                *subname;
 ub4                  size;
 ub4                 *number = (ub4 *)ctx;
 text                *queue;
 text                *consumer;
 OCIRaw              *msgid;
 OCIAQMsgProperties  *msgprop;

  (*number)++;

  /* Get the subscription name */
  OCIAttrGet((dvoid *)subscrhp, OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                             (dvoid *)&subname, &size,
                             OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);
 printf("got notification number %d for %.*s  %d  ¥n", 
         *number, size, subname, payl);

 /* Get the queue name from the AQ notify descriptor */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&queue, &size, 
             OCI_ATTR_QUEUE_NAME, errhp);
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 /* Get the consumer name for which this notification was received */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&consumer, &size, 
       OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);

 /* Get the message id of the message for which we were notified */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&msgid, &size, 
       OCI_ATTR_NFY_MSGID, errhp);

 /* Get the message properties of the message for which we were notified */
 OCIAttrGet(desc, OCI_DTYPE_AQNFY_DESCRIPTOR, (dvoid *)&msgprop, &size, 
       OCI_ATTR_MSG_PROP, errhp);

}

int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
  OCISession *authp = (OCISession *) 0;

  /* The subscription handles */
  OCISubscription *subscrhp[5];

  /* Registrations are for AQ namespace */
  ub4 namespace = OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQ;   

  /* The context fot the callback */
  ub4 ctx[5] = {0,0,0,0,0};

  printf("Initializing OCI Process¥n");

  /* The OCI Process Environment must be initialized  with OCI_EVENTS */
  /* OCI_OBJECT flag is set to enable us dequeue */
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_EVENTS|OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 );

  printf("Initialization successful¥n");

  /* The standard OCI setup */
  printf("Initializing OCI Env¥n");
  (void) OCIEnvInit((OCIEnv **) &envhp, OCI_DEFAULT, (size_t) 0, 
                (dvoid **) 0 );

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, OCI_HTYPE_ERROR, 
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通知を登録する [サブスクリプション名を指定する－複数コンシューマ・キュー ]
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  /* Server contexts */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, OCI_HTYPE_SERVER,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  printf("connecting to server¥n");
  (void) OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"", strlen(""), 0);
  printf("connect successful¥n");

  /* 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) strlen("scott"),
                 (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
 
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (dvoid *) "tiger", (ub4) strlen("tiger"),
                 (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);

  checkerr(errhp, OCISessionBegin ( svchp,  errhp, authp, OCI_CRED_RDBMS, 
           (ub4) OCI_DEFAULT));

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

 /* Setting the subscription handle for notification on
    a NORMAL single consumer queue */
  printf("allocating subscription handle¥n");
  subscrhp[0] = (OCISubscription *)0;
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[0], 
         (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
         (size_t) 0, (dvoid **) 0);
 
  printf("setting subscription name¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                (dvoid *) "SCOTT.SCQ1", (ub4) strlen("SCOTT.SCQ1"),
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通知を登録する [サブスクリプション名を指定する－複数コンシューマ・キュー ]
                (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);
 
  printf("setting subscription callback¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);

 printf("setting subscription context ¥n");
 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *)&ctx[0], (ub4)sizeof(ctx[0]),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

  printf("setting subscription namespace¥n");
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[0], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);

 /* Setting the subscription handle for notification on a NORMAL multi-consumer 
    consumer queue */
  subscrhp[1] = (OCISubscription *)0;
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[1],
         (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
         (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) "SCOTT.MCQ1:APP1", 
                 (ub4) strlen("SCOTT.MCQ1:APP1"),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *)&ctx[1], (ub4)sizeof(ctx[1]),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[1], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);

 /* Setting the subscription handle for notification on a non-persistent
   single-consumer queue */
  subscrhp[2] = (OCISubscription *)0;
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[2],
         (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
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         (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) "SCOTT.NP_SCQ1", 
                 (ub4) strlen("SCOTT.NP_SCQ1"),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *)&ctx[2], (ub4)sizeof(ctx[2]),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[2], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);

 /* Setting the subscription handle for notification on
    a non-persistent multi consumer queue */
 /* Waiting on user specified recipient */
  subscrhp[3] = (OCISubscription *)0;
  (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)&subscrhp[3], 
         (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
         (size_t) 0, (dvoid **) 0);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[3], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) "SCOTT.NP_MCQ1", 
                 (ub4) strlen("SCOTT.NP_MCQ1"),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[3], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *) notifyCB, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);

 (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[3], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
                 (dvoid *)&ctx[3], (ub4)sizeof(ctx[3]),
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

  (void) OCIAttrSet((dvoid *) subscrhp[3], (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
(dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);

  printf("Registering for all the subscriptiosn ¥n");
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  checkerr(errhp, OCISubscriptionRegister(svchp, subscrhp, 4, errhp, 
                 OCI_DEFAULT));

  printf("Waiting for notifcations ¥n");
  
  /* wait for minutes for notifications */
  sleep(300);

   printf("Exiting¥n");
}
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アドバンスト・キューイング － Jav
7

アアアアドバンドバンドバンドバンススススト・キト・キト・キト・キュュュューインーインーインーインググググ －－－－ Java API

この章では、次の見出しに沿って、アドバンスト・キューイング用の Javaアプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェースの概要と詳細を説明します。

■ 概要

■ AQDriverManager

■ APIとクラス

■ AQSession

■ AQConstants

■ AQAgent

■ AQQueueTableProperty

■ AQQueueProperty

■ AQQueueTable

■ AQQueueAdmin

■ AQQueue

■ AQEnqueueOption

■ AQDequeueOption

■ AQMessage

■ AQMessageProperty

■ AQRawPayload

■ AQException

■ AQOracleSQLException
a API 7-1



概要
概概概概要要要要

Java AQ APIは、Oracle AQの管理機能および操作機能の両方をサポートします。メッセー
ジ交換アプリケーション用の Javaプログラムを開発するときは、JDBCを使用してデータ
ベースへの接続をオープンしてから Java AQ APIでメッセージ・キューイングを行います。
これは、PL/SQLインタフェースを使用する必要がないことを意味します。

次の項では、現在の PL/SQLインタフェースに基づく共通のインタフェースとクラスを説明
します。共通インタフェースには「AQ」という接頭辞が付いています。これらのインタ
フェースは、Oracle8iと Oracle Liteでは異なるインプリメンテーションになります。このマ
ニュアルでは、この共通インタフェースと、これに対応する Oracle8iのインプリメンテー
ションを説明しますが、Oracle8iでは「AQOracle」という接頭辞が付きます。

Java AQクラスは、$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/aqapi.jar にあります。これらのクラ
スは、Oracle8iの任意の JDBCドライバで使用できます。アプリケーションで OCI8または
JDBC Thin Driverを使用する場合は、CLASSPATHに $ORACLE_
HOME/rdbms/jlib/aqapi.jar を指定する必要があります。アプリケーションで KPRB
ドライバを使用して Javaストアド・プロシージャから Java AQ APIにアクセスする場合は、
まず「loadjava」ユーティリティを使用して、aqapi.jar ファイルをデータベースにロー
ドする必要があります。

第 8章の「Oracleアドバンスト・キューイングの例」には次の例が含まれています。

■ Javaを使用した RAW型メッセージのエンキューおよびデキュー

■ Javaを使用したメッセージのデキュー

■ Javaを使用したメッセージのデキュー

■ Javaを使用した優先順位によるメッセージのエンキュー

test_aqjavaクラスの設定方法は、7-10ページの「AQの例の設定」に説明されています。

複数コンシューマ・キューの作成方法は、7-8ページの「AQSession」に説明されています。
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AQDriverManager

Java AQ APIの様々なインプリメンテーションは、AQDriverManager を介して管理されま
す。OLiteと Oracle8iは、どちらも、AQDriverManager に登録されている AQDriver を
使用します。ドライバ・マネージャを使用して、メッセージ・タスクの実行に使用できる
AQSession を作成します。

AQDriverManager.createAQSession() メソッドが起動されると、このメソッドは、
createAQSession() コールに渡されたパラメータに基づいて、（登録済みドライバの中か
ら）該当する AQDriver をコールします。

Oracle8i AQDriver では、AQSession を作成するパラメータとして、有効な JDBC接続が
渡されるものと想定します。ユーザーが AQ Javaインタフェースを使用するには、DBMS_
AQINパッケージに対する実行権限が必要です。この権限は、AQ_USER_ROLEまたは AQ_
ADMINSTRATOR_ROLEを介して取得できます。また、ユーザーには、8.1形式のキュー表に
対する適切なシステム権限とキュー特権も必要です。

getDrivers

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、ドライバ・マネージャに登録されているドライバのリストを返します。登
録済みドライバの名前を含む文字列のベクトルを返します。

構構構構文文文文 : 
public static java.util.Vector getDrivers()

getAQSession

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、AQSessionを作成します。

注注注注意意意意 : Oracle8i AQDriverは、現時点では、RAW型のペイロード以外は
サポートしていません。
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構構構構文文文文 : 
public static AQSession getAQSession (java.lang.Object conn) throws AQException

   

ママママルルルルチチチチススススレレレレッッッッドドドド・・・・ププププロロロロググググララララムムムム・・・・ササササポポポポーーーートトトト

Java AQオブジェクトは、現時点ではスレッド・セーフではありません。したがって、
AQSession 、AQQueueTable、AQQueueおよびその他の AQオブジェクトに対するメソッ
ドを、複数の異なるスレッドから同時にコールしてはいけません。これらのオブジェクトを
スレッド間で渡すことはできますが、これらの AQオブジェクトに対するメソッドが同時に
起動されないようにプログラムで保証する必要があります。

マルチスレッド・プログラムの場合は、（同一または別の JDBC接続を使用して）各スレッ
ド内に個別の AQSession を作成し、AQSession の getQueueTable メソッドと
getQueue メソッドを使用して、新規のキュー表とキュー・ハンドルを取得することをお薦
めします。

registerDriver

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、AQドライバの様々なインプリメンテーションで使用され、AQドライバ
自体をドライバ・マネージャに登録します（このメソッドは、クライアント・プログラムか
らは直接コールされません）。

構構構構文文文文 : 
public static void registerDriver(AQDriver aq_driver)

表表表表 7-1  getAQSession ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

conn ユーザーが AQOracleDriverを使用している場合は、渡されるオ
ブジェクトが有効な JDBC接続である必要があります。 

注注注注意意意意 : AQSession を作成するには、まず JDBC接続をオープンする必
要があります。その後、アプリケーションで使用する必要のある
AQDriver をロードする必要があります。ドライバをロードする必要があ
るのは、（最初の createAQSession コールの前に）1回のみです。ドラ
イバを複数回ロードしても何の効果もありません。詳細は、7-10ページの
「AQの例の設定」を参照してください。
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例例例例
Connection db_conn;       /* JDBC connection */
AQSession  aq_sess;       /* AQSession */

/* JDBC setup and connection creation: */
class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
db_conn = DriverManager.getConnection (
    "jdbc:oracle:oci8:@", "aquser", "aquser");
db_conn.setAutoCommit(false);

/* Load the Oracle8i AQ driver: */
class.forName("oracle.AQ.AQOracleDriver");
/* Create an AQ Session: */
aq_sess = AQDriverManager.createAQSession(db_conn);
アドバンスト・キューイング － Java API 7-5



APIとクラス
APIととととククククララララスススス

  

表表表表 7-2  AQ イイイインンンンタタタタフフフフェーェーェーェースススス

イイイインンンンタフタフタフタフェェェェーーーーススススのののの概概概概要要要要 説説説説明明明明

AQSession キューイング・システムに対するセッションをオープン

AQQueueTable AQ のキュー表インタフェース

AQQueueAdmin AQ のキュー管理インタフェース

AQQueue AQ のキュー操作インタフェース

AQMessage AQ のメッセージ

AQRaw Payload AQ の RAW型ペイロード

AQDriver 様々な AQドライバ用のインタフェース

表表表表 7-3  AQ のののの共共共共通通通通ククククラスラスラスラス

ククククララララスのスのスのスの概概概概要要要要 説説説説明明明明

AQConstants AQ 操作で使用される定数

AQAgent AQ のエージェント

AQDriverManager 様々な AQドライバ用のドライバ・マネージャ

AQEnqueueOption AQ のエンキュー・オプション

AQDequeueOption AQ のデキュー・オプション

AQMessageProperty AQ のメッセージ・プロパティ

AQQueueProperty AQ のキューのプロパティ

AQQueueTableProperty AQ のキュー表のプロパティ 
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一般には、（最初の 2つの表に記載の）双方のインプリメンテーションに共通のインタ
フェースとクラスのみを使用します。これにより、アプリケーションが Oracle8iと Oliteの
AQインプリメンテーション間で移行可能になります。

AQOracleクラスは、共通インタフェースにないメソッドがクラス内にある場合以外は使用
しないでください。

AQQueueインタフェースは AQQueueAdminを拡張したものであり、キューの管理機能と
操作機能はすべて AQQueueを介して使用できます。

表表表表 7-4  Oracle8 i のののの AQ ククククララララスススス

ククククララララスのスのスのスの概概概概要要要要 説説説説明明明明

AQOracleSession AQSession の Oracle Serverインプリメンテーション

AQOracleMessage AQMessageの Oracle Serverインプリメンテーション

AQOracleDriver AQDriverの Oracle Serverインプリメンテーション

AQOracleQueue AQQueueの Oracle Serverインプリメンテーション

AQOracleQueueTable AQQueueTableの Oracle Serverインプリメンテーション

AQOracleRawPayload AQRawPayloadの Oracle Serverインプリメンテーション
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createQueueTable

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、渡される AQQueueTableProperty オブジェクトに指定されているプロ
パティに従って、特定ユーザーのスキーマ内に新規キュー表を作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueTable createQueueTable(java.lang.String owner,
                                     java.lang.String name, 
                                     AQQueueTableProperty property) 
                                     throws AQException

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
AQQueueTable オブジェクト

getQueueTable

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、既存のキュー表に対するハンドルを取得するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueTable getQueueTable(java.lang.String owner, 
                                  java.lang.String name)
  

表表表表 7-5  createQueueTable ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

owner キュー表を作成するスキーマ（ユーザー）

q_name キュー表の名前

property キュー表のプロパティ 
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戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
AQQueueTable オブジェクト

createQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、指定されたキュー・プロパティを使用して queue_table の中にキューを
作成します。キュー表の作成に使用されたスキーマ名を使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueue createQueue(AQQueueTable q_table,
                           java.lang.String q_name,
                           AQQueueProperty q_property) throws AQException

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
AQQueueオブジェクト

getQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、既存のキューに対するハンドルを取得するために使用できます。

表表表表 7-6  getQueueTable のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

owner キュー表が存在するスキーマ（ユーザー）

name キュー表の名前 

表表表表 7-7  createQueue ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

q_table キューを作成するキュー表

name 作成するキューの名前

q_property キューのプロパティ 
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構構構構文文文文 : 
public AQQueue getQueue(java.lang.String owner,
                        java.lang.String name)
 

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
AQQueueオブジェクト

使使使使用用用用上の上の上の上の注注注注意意意意
Java AQ APIは、現時点では、RAW型ペイロードのキューしかサポートしません。オブ
ジェクト型ペイロードを使用するキューを含むキュー表にアクセスすると、AQException
とメッセージ「ペイロードの型がサポートされていません」を受け取ります。

AQの例の例の例の例のののの設定設定設定設定

1. AQ ユユユユーーーーザーを作成ザーを作成ザーを作成ザーを作成すすすするるるる
ここでは、「aqjava」ユーザーが次のように設定されます。

CONNECT sys/change_on_install AS sysdba

DROP USER aqjava CASCADE;
GRANT CONNECT, RESOURCE, AQ_ADMINISTRATOR_ROLE TO aqjava IDENTIFIED BY aqjava;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_AQADM TO aqjava;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_AQ TO aqjava;
CONNECT aqjava/aqjava

2. メメメメイイイイン・クラスン・クラスン・クラスン・クラスをををを設定する設定する設定する設定する
次にメイン・クラスを設定します。このメイン・クラスから後続の例をコールし、例外を処
理します。

import java.sql.*;
import oracle.AQ.*;

public class test_aqjava

表表表表 7-8  getQueue ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

owner キュー表が存在するスキーマ（ユーザー）

name キューの名前 
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{
   public static void main(String args[]) 
   {
      AQSession  aq_sess = null;

      try 
      {
         aq_sess = createSession(args);

        /* now run the test: */
        runTest(aq_sess);     
      }
      catch (Exception ex)
      {
          System.out.println("Exception-1: " + ex);
         ex.printStackTrace();      
      }  
   }
}

3. AQ セセセセッッッッションを作ションを作ションを作ションを作成成成成するするするする 
次に、前述の AQDriverManager の項で説明した「aqjava」ユーザーの AQセッションを
作成します。

 public static AQSession createSession(String args[]) 
   {
      Connection db_conn;
      AQSession  aq_sess = null;

      try 
      {
    
          Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
         /* your actual hostname, port number, and SID will 
         vary from what follows. Here we use ’dlsun736,’ ’5521,’
         and ’test,’ respectively: */

         db_conn =
                  DriverManager.getConnection(
                   "jdbc:oracle:thin:@dlsun736:5521:test", 
                   "aqjava", "aqjava");

         System.out.println("JDBC Connection opened ");
         db_conn.setAutoCommit(false);
                 
         /* Load the Oracle8i AQ driver: */
          Class.forName("oracle.AQ.AQOracleDriver");
アドバンスト・キューイング － Java API 7-11



例

         /* Create an AQ Session: */
         aq_sess = AQDriverManager.createAQSession(db_conn);
          System.out.println("Successfully created AQSession ");
      }
      catch (Exception ex)
      {
         System.out.println("Exception: " + ex);
         ex.printStackTrace();      
      }  
      return aq_sess;
   }

例例例例

1. キキキキューューューュー表表表表ととととキキキキューューューューをををを作成作成作成作成すすすするるるる
ここで、前述のメイン・クラスからコールされる「runTest」クラスを使用して、「aqjava」
ユーザーのキュー表とキューを作成します。

public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTableProperty     qtable_prop;
    AQQueueProperty          queue_prop;
    AQQueueTable             q_table;
    AQQueue                  queue;
   
    /* Create a AQQueueTableProperty object (payload type - RAW): */
    qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
   
    /* Create a queue table called aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava", "aq_table1", qtable_prop);
    System.out.println("Successfully created aq_table1 in aqjava schema");  

    /* Create a new AQQueueProperty object: */
    queue_prop = new AQQueueProperty();
   
    /* Create a queue called aq_queue1 in aq_table1: */
    queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue1", queue_prop);
    System.out.println("Successfully created aq_queue1 in aq_table1");  
}

2. 既既既既存の存の存の存のキキキキュュュューーーー表お表お表お表およよよよびキびキびキびキュュュューーーーにににに対す対す対す対するるるるハンハンハンハンドドドドルルルルをををを取得取得取得取得すすすするるるる
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTable            q_table;
7-12 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



AQSession
    AQQueue                 queue;
    
    /* Get a handle to queue table - aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table1");
    System.out.println("Successful getQueueTable");  
    
    /* Get a handle to a queue - aq_queue1 in aqjava schema: */
    queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue1");
    System.out.println("Successful getQueue");  
}
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このクラスには、Java AQ APIで使用される定数がいくつか含まれています。

可可可可視視視視性定数性定数性定数性定数
VISIBILITY_IMMEDIATE
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT

ペペペペイイイイローローローロードドドドの型の型の型の型
RAW_TYPE_PAYLOAD
public static final int RAW_TYPE_PAYLOAD
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このオブジェクトは、メッセージのプロデューサまたはコンシューマを指定します。

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ

用用用用途途途途 : 
コンストラクタには 2種類のインプリメント方法がありますが、いずれの方法でも、指定さ
れたパラメータを使用して新規の AQAgent が割り当てられます。

構構構構文文文文 : 
public AQAgent(java.lang.String name,
               java.lang.String address,
               double protocol)

public AQAgent(java.lang.String name,
               java.lang.String address)

   

getName

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェント名を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getName() throws AQException

表表表表 7-9  AQAgent ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

name エージェントの名前

address エージェントのアドレス

protocol エージェントのプロトコル（最初のコンストラクタにのみ必要）。
デフォルトは 0です。 
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用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェント名を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setName(java.lang.String name) throws AQException

   

getAddress

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェントのアドレスを取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getAddress() throws AQException

setAddress

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェントのアドレスを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setAddress(java.lang.String address) throws AQException

   

表表表表 7-10  setName ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

name エージェントの名前 

表表表表 7-11  setAddress ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

address 特定の宛先にあるキュー 
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getProtocol

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェントのプロトコルを取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getProtocol() throws AQException

setProtocol

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エージェントのプロトコルを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setProtocol(int protocol) throws AQException

   

表表表表 7-12  setProtocol ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

protocol エージェントのプロトコル 
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このクラスは、キュー表のプロパティを表します。

メッメッメッメッセセセセージージージージののののグルグルグルグルーーーープ化プ化プ化プ化ののののためためためためのののの定数定数定数定数

public static final int NONE
public static final int TRANSACTIONAL

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デフォルトのプロパティ値と指定されたペイロード型を使用して、
AQQueueTableProperty オブジェクトを作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueTableProperty(java.lang.String p_type)

   

表表表表 7-13  AQQueueTableProperty ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

p_type ペイロードの型 : RAW型ペイロードを含むキュー表の場合は
「RAW」、または構造化されたペイロードを含むキュー表の場合は
オブジェクト型です。 

注注注注意意意意 : 現時点では、RAW型のペイロードしかサポートされていません。
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getPayloadType

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロードの場合は「RAW」を、オブジェクト型ペイロードの場合
はオブジェクト型を返します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getPayloadType() throws AQException

setPayloadType

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、ペイロードの型を設定するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void setPayloadType(java.lang.String p_type) throws AQException

   

setStorageClause

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表の作成に使用する記憶域句を設定するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void setStorageClause(java.lang.String s_clause) throws AQException

表表表表 7-14  setPayloadType ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

p_type ペイロードの型 : RAW型ペイロードを含むキュー表の場合は
「RAW」、または構造化されたペイロードを含むキュー表の場合は
オブジェクト型です。 
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getSortOrder

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、使用されているソート順序を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getSortOrder() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
使用されているソート順序

setSortOrder

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、使用されるソート順序を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setSortOrder(java.lang.String s_order) throws AQException

   

表表表表 7-15  setStorageClause のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

s_clauses 記憶域パラメータ : この句は、キュー表の作成時に CREATE 
TABLE文で使用されます。 

表表表表 7-16  setSortOrder ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

s_order 昇順で sort_key として使用される列を指定します。文字列の書
式は、<sort_column1, sort_column2> です。使用できる列
名は priority と enq_time です。 
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isMulticonsumerEnabled

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、表内に作成されたキューが 1つのメッセージにつき複数のコンシューマを
含められるかどうかを問い合せます。

構構構構文文文文 : 
public boolean isMulticonsumerEnabled() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
表に作成されたキューが 1つのメッセージにつき複数のコンシューマを含められる場合は、
TRUEが返されます。

表に作成されたキューが 1つのメッセージにつきコンシューマを 1つしか含められない場合
は、FALSEが返されます。

setMultiConsumer

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、表に作成されたキューが 1つのメッセージにつき複数のコンシューマを含
められるかどうかを判断します。

構構構構文文文文 : 
public void setMultiConsumer(boolean enable) throws AQException

   

表表表表 7-17  setMultiConsumer ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

enable 表に作成されたキューが 1つのメッセージにつきコンシューマを
1つしか含められない場合は、FALSEを指定します。

表に作成されたキューが 1つのメッセージにつき複数のコン
シューマを含められる場合は、TRUEを指定します。 
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getMessageGrouping

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表内のキューのメッセージ・グループ化の方法を取得するために使
用します。

構構構構文文文文 : 
public int getMessageGrouping() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
NONE: 各メッセージは個別に処理されます。

TRANSACTIONAL: 1つのトランザクションの一部としてエンキューされたメッセージはすべ
て、同じグループに属するものとみなされます。デキューの際には、1つの関連メッセー
ジ・グループとしてデキューできます。

setMessageGrouping

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表内のキューのメッセージ・グループ化の方法を設定するために使
用します。

構構構構文文文文 : 
public void setMessageGrouping(int m_grouping) throws AQException

   

getComment

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表のコメントを取得します。

表表表表 7-18  setMessageGrouping のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

m_grouping NONEまたは TRANSACTIONAL 
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構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getComment() throws AQException

setComment

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、コメントを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setComment(java.lang.String qt_comment) throws AQException

   

getCompatible

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、互換性プロパティを取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getCompatible() throws AQException

setCompatible

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、互換性プロパティを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setCompatible(java.lang.String qt_compatible) throws AQException

表表表表 7-19  setComment ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

qt_comment コメント 
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getPrimaryInstance   

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、1次インスタンスを取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getPrimaryInstance() throws AQException

setPrimaryInstance

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、1次インスタンスを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setPrimaryInstance(int inst) throws AQException

   

getSecondaryInstance

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、2次インスタンスを取得します。

表表表表 7-20  setCompatible ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

qt_compatible 互換性プロパティ 

表表表表 7-21  setPrimaryInstance ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

inst 1次インスタンス 
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構構構構文文文文 : 
public int getSecondaryInstance() throws AQException

setSecondaryInstance

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、2次インスタンスを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setSecondaryInstance(int inst) throws AQException

   

例例例例 :

7-10ページの「AQの例の設定」に説明されている方法で、test_aqjava を設定します。

1. RAW 型ペ型ペ型ペ型ペイイイイローローローロードドドドででででキキキキューューューュー表表表表のプのプのプのプロロロロパパパパテテテティ・ィ・ィ・ィ・オオオオブブブブジジジジェクェクェクェクトトトトを作を作を作を作成成成成するするするする
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
 {
     AQQueueTableProperty qtable_prop;

     /* Create AQQueueTable Property object: */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW");
      qtable_prop.setSortOrder("PRIORITY");
}

2. RAW 型ペ型ペ型ペ型ペイイイイローローローロードドドドででででキキキキューューューュー表表表表のプのプのプのプロロロロパパパパテテテティ・ィ・ィ・ィ・オオオオブブブブジジジジェクェクェクェクトトトトを作を作を作を作成成成成すすすするるるる
（（（（8.1形形形形式式式式ののののキキキキューューューュー））））

 public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
 {
     AQQueueTableProperty qtable_prop;

表表表表 7-22  setSecondaryInstance ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

inst 2次インスタンス 
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例 :
     /* Create AQQueueTable Property object: */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW");
     qtable_prop.setComment("Qtable with raw payload");
      qtable_prop.setCompatible("8.1");
}
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このクラスは、キューのプロパティを表します。

定定定定数数数数 :

public static final int NORMAL_QUEUE
public static final int EXCEPTION_QUEUE
public static final int INFINITE   /* infinite retention */

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ :

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デフォルトのプロパティ値を使用して新規の AQQueueProperty オブ
ジェクトを作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueProperty()

getQueueType

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー・タイプを取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getQueueType() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 : 
NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE
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setQueueType

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー・タイプを設定するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void setQueueType(int q_type) throws AQException

   

getMaxRetries

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行数を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getMaxRetries() throws AQException

setMaxRetries

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行数を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setMaxRetries(int retries) throws AQException
public void setMaxRetries(Integer retries) throws AQException

表表表表 7-23  setQueueType ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

q_type NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE 
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setRetryInterval

用用用用途途途途 : 
このメソッドは再試行間隔を設定します。再試行間隔とは、アプリケーションのロールバッ
ク後、このメッセージの処理を再度スケジュールするまでの時間です。デフォルトは 0で
す。

構構構構文文文文 : 
public void setRetryInterval(double interval) throws AQException
public void setRetryInterval(Double interval) throws AQException

   

getRetryInterval

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、再試行間隔を取得します。

構構構構文文文文 : 
public double getRetryInterval() throws AQException

表表表表 7-24  setMaxRetries のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

retries REMOVEモードでのデキューの最大再試行数。NULLを指定する
と、デフォルトが使用されます。デフォルトは、単一コンシュー
マ・キューと、8.1互換の複数コンシューマ・キューに適用されま
す。Max_retries は、8.0互換の複数コンシューマ・キューでは
サポートされていません。 

表表表表 7-25  setRetryInterval ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

interval 再試行間隔。NULLを指定するとデフォルトが使用されます。 
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getRetentionTime

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、保存期間を取得します。

構構構構文文文文 : 
public double getRetentionTime() throws AQException

setRetentionTime

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、保存期間を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setRetentionTime(double r_time) throws AQException
public void setRetentionTime(Double r_time) throws AQException

   

getComment

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのコメントを取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getComment() throws AQException

表表表表 7-26  setRetentionTime のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

r_time 保存期間。NULLを指定するとデフォルトが使用されます。 
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setComment

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのコメントを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setComment(java.lang.String qt_comment) throws AQException

   

例例例例 :

7-10ページの「AQの例の設定」の項に説明されている方法で test_aqjava クラスを設定
します。

AQQueueProperty オブオブオブオブジジジジェクェクェクェクトトトトをををを作作作作成する成する成する成する
 {
     AQQueueProperty         q_prop;
     q_prop = new AQQueueProperty();
     q_prop.setRetentionTime(15);  /* set retention time */
     q_prop.setRetryInterval(30);  /* set retry interval  */
}

表表表表 7-27  setComment ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

qt_comment キューのコメント 
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AQQueueTableインタフェースには、キュー表の管理のためのメソッドが含まれています。

 

getOwner

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表の所有者を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getOwner() throws AQException

getName

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表の名前を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getName() throws AQException

getProperty

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表のプロパティを取得します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueTableProperty getProperty() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQQueueTableProperty オブジェクト
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drop

用用用用途途途途 : 
このメソッドは現在のキュー表を削除します。

構構構構文文文文 : 
public void drop(boolean force) throws AQException

   

 

alter

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表のプロパティを変更するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void alter(java.lang.String comment,
                  int primary_instance, 
                  int secondary_instance) throws AQException

public void alter(java.lang.String comment) throws AQException

   

表表表表 7-28  drop ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

force FALSE: キュー表内にキューが存在する場合、操作は失敗します
（デフォルト）。

TRUE: キュー表内のキューはすべて、自動的に停止および削除さ
れます。 

表表表表 7-29  alter ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

comment 新規コメント

primary_instance 1次インスタンスの新しい値

secondary_instance 2次インスタンスの新しい値 
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createQueue   

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表内にキューを作成するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueue createQueue(java.lang.String queue_name,
                           AQQueueProperty q_property) throws AQException

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQQueueオブジェクト

dropQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー表内のキューを削除するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void dropQueue(java.lang.String queue_name) throws AQException

   

表表表表 7-30  createQueue ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

queue_name 作成するキューの名前

q_property キューのプロパティ 

表表表表 7-31  dropQueue ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

queue_name 削除するキューの名前 
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例例例例 :

7-10ページの「AQの例の設定」の項に説明されている方法で test_aqjava クラスを設定
します。

1.    キキキキュュュューーーー表表表表とキとキとキとキュュュューーーーをををを作成作成作成作成すすすするるるる
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
   AQQueueTableProperty    qtable_prop;
   AQQueueProperty         queue_prop;
   AQQueueTable            q_table;
   AQQueue                 queue;

   /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
   qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
 
   /* Create a queue table called aq_table2 in aquser schema: */
   qtable = aq_sess.createQueueTable ("aquser", "aq_table2", qtable_prop);
   System.out.println("Successfully createQueueTable");  

   /* Create a new AQQueueProperty object: */
   queue_prop = new AQQueueProperty();

   /* Create a queue called aq_queue2 in aq_table2: */
   queue = qtable.createQueue ("aq_queue2", queue_prop);
   System.out.println("Successful createQueue");  
}

2.   キキキキュュュュー表ー表ー表ー表をををを変更変更変更変更ししししててててププププロパロパロパロパテテテティをィをィをィを取取取取得得得得しししし、キ、キ、キ、キュュュューーーー表表表表を削を削を削を削除除除除するするするする
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     
     /* Get a handle to the queue table called aq_table2 in aquser schema: */
     q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table2");
     System.out.println("Successful getQueueTable");  

     /* Get queue table properties: */
     qtable_prop = q_table.getProperty();

     /* Alter the queue table: */
     q_table.alter("altered queue table");
     
     /* Drop the queue table (and automatically drop queues inside it): */
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例 :
     q_table.drop(true);
     System.out.println("Successful drop"); 
} 

注注注注意意意意 : キューは、AQSession.createQueue または
AQQueueTable.createQueue インタフェースを介して作成できます。
前者のインタフェースでは、queue_name とキュー・プロパティに加え
て、AQQueueTable オブジェクトもパラメータとして指定します。
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start

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューに対するエンキューとデキューを使用可能にするために使用しま
す。

構構構構文文文文 : 
public void start(boolean enqueue,
                  boolean dequeue) throws AQException

   

startEnqueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、このキューに対するエンキューを使用可能にするために使用します。これ
は、start(TRUE, FALSE) と等価です。

構構構構文文文文 : 
public void startEnqueue() throws AQException

表表表表 7-32  start ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

enqueue TRUE － このキューに対してエンキューを使用可能にします。

FALSE － 現在の設定を変更しないでそのまま残します。

dequeue TRUE － このキューに対するデキューを使用可能にします。

FALSE － 現在の設定を変更しないでそのまま残します。 
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startDequeue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューに対するデキューを使用可能にするために使用します。これは、
start(FALSE, TRUE) と等価です。

構構構構文文文文 : 
public void startDequeue() throws AQException

stop

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューに対するエンキューとデキューを使用禁止にするために使用しま
す。

構構構構文文文文 : 
public void stop(boolean enqueue,
                 boolean dequeue,
                 boolean wait) throws AQException

   

   

表表表表 7-33  stop ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

enqueue TRUE － このキューに対してデキューを使用禁止にします。

FALSE － 現在の設定を変更しないでそのまま残します。

dequeue TRUE － このキューに対するデキューを使用禁止にします。

FALSE － 現在の設定を変更しないでそのまま残します。

wait TRUE － 処理中のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE － 正常またはエラー状態で即時に戻ります。 
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stopEnqueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューに対するエンキューを使用禁止にするために使用します。これは、
stop(TRUE, FALSE, wait) と等価です。

構構構構文文文文 : 
public void stopEnqueue(boolean wait) throws AQException

   

stopDequeue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューに対するデキューを使用禁止にするために使用します。
stop(FALSE, TRUE, wait) と等価です。

構構構構文文文文 : 
public void stopDequeue(boolean wait) throws AQException

   

表表表表 7-34  stopEnqueue ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

wait TRUE － 処理中のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE － 正常またはエラー状態で即時に戻ります。 

表表表表 7-35  stopDequeue ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

wait TRUE － 処理中のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE － 正常またはエラー状態で即時に戻ります。 
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drop

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューを削除するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void drop() throws AQException

alterQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのプロパティを変更するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void alterQueue(AQQueueProperty property) throws AQException

   

addSubscriber

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューにサブスクライバを追加するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void addSubscriber(AQAgent subscriber,
                          java.lang.String rule) throws AQException

表表表表 7-36  alterQueue ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

property 新しいプロパティ値を持つ AQQueueProperty オブジェクト。変
更できるのは、max_retries 、retry_delay 、retention_
time および comment のみです。 
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removeSubscriber

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューからサブスクライバを削除します。

構構構構文文文文 : 
public void removeSubscriber(AQAgent subscriber) throws AQException

   

alterSubscriber

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのサブスクライバのプロパティを変更します。

構構構構文文文文 : 
public void alterSubscriber(AQAgent subscriber,
                            java.lang.String rule) throws AQException

   

表表表表 7-37  addSubscriber ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

subscriber サブスクリプションを定義する対象の AQAgent

rule メッセージ・プロパティとメッセージ・データ・プロパティに基
づく条件式 

表表表表 7-38  removeSubscriber ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

subscriber 削除対象の AQAgent  

表表表表 7-39  alterSubscriber ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

subscriber サブスクリプションが変更される AQAgent
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grantQueuePrivilege

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、ユーザーおよびロールに対してキュー権限を付与するために使用します。
このメソッドはオーバーロードされています。2つ目のインプリメンテーションは、
grant_option = FALSE を指定して最初のインプリメンテーションをコールすることと等
価です。

構構構構文文文文 : 
public void grantQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                                java.lang.String grantee, 
                                boolean grant_option) throws AQException

public void grantQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                                java.lang.String grantee) throws AQException

   

rule メッセージ・プロパティとメッセージ・データ・プロパティに基
づく条件式 

表表表表 7-40  grantQueuePrivilege ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

privilege 付与する権限を指定します。ENQUEUE、DEQUEUEまたは ALLで
す。

grantee 権限受領者（複数でも可）を指定します。権限受領者は、ユー
ザー、ロール、または PUBLICロールのいずれでもかまいません。

grant_option TRUE － 権限受領者は、このメソッドを使用して他にアクセス権
を付与できます。

FALSE － デフォルト。 

表表表表 7-39  alterSubscriber ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 
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revokeQueuePrivilege

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キュー権限を取り消すために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void revokeQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                                 java.lang.String grantee) throws AQException

   

  

schedulePropagation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、データベース・リンクで識別される宛先へキューからのメッセージ伝播を
計画するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void schedulePropagation(java.lang.String destination,
                                java.util.Date start_time,
                                java.lang.Double duration,
                                java.lang.String next_time,
                                java.lang.Double latency) throws AQException

表表表表 7-41  revokeQueuePrivilege ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

privilege 取り消す権限を指定します。ENQUEUE、DEQUEUEまたは ALLで
す。

grantee 権限受領者（複数でも可）を指定します。権限受領者は、ユー
ザー、ロール、または PUBLICロールのいずれでもかまいません。 
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unschedulePropagation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、特定のデータベース・リンクにより識別される宛先に対して、以前に計画
されていた現在のキューからのメッセージ伝播スケジュールを解除するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void unschedulePropagation(java.lang.String destination) 
                                  throws AQException

   

表表表表 7-42  schedulePropagation のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

destination 宛先データベース・リンクを指定します。この宛先の受信者に対
してソース・キューのメッセージが伝播されます。NULLの場合
は、宛先はローカル・データベースであり、メッセージはローカ
ル・データベースの他のキューに伝播します。このフィールドの
最大長は 128バイトです。名前が完全な修飾名でない場合は、デ
フォルトのドメイン名が使用されます。

start_time キューから宛先へメッセージを伝播する伝播枠の最初の開始時刻
を指定します。NULLの場合、開始時刻は現在の時刻です。

duration 伝播枠の永続時間を秒で指定します。NULLの場合、伝播枠は永
続または伝播のスケジュールが解除されるまでです。

next_time 現在の枠の終了から次の伝播枠の開始を計算する日付関数。（たと
えば、毎日同じ時刻に伝播枠を開始する場合は、「SYSDATE+ 1 
- duration/86400 」を使用します。NULLの場合は、伝播は現
在の枠で停止します。

latency 伝播されるメッセージのエンキュー後、メッセージの伝播枠にお
ける最大待機時間（秒単位）。NULLの場合は、デフォルト値（60
秒）が使用されます。 

表表表表 7-43  unschedulePropagation ののののパパパパララララメメメメータータータータ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

destination 宛先データベース・リンクを指定します。NULLの場合、宛先は
ローカル・データベースです。 
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alterPropagationSchedule

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、伝播スケジュールを変更するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void alterPropagationSchedule(java.lang.String destination,
                                     java.lang.Double duration,
                                     java.lang.String next_time,
                                     java.lang.Double latency)throws AQException

   

enablePropagationSchedule

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、伝播スケジュールを使用可能にするために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void enablePropagationSchedule(java.lang.String destination) 
                                      throws AQException

表表表表 7-44  alterPropagationSchedule ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

destination 宛先データベース・リンクを指定します。NULLの場合、宛先は
ローカル・データベースです。

duration 伝播枠の永続時間を秒で指定します。NULLの場合、伝播枠は永
続または伝播のスケジュールが解除されるまでです。

next_time 現在の枠の終了から次の伝播枠の開始を計算する日付関数。（たと
えば、毎日同じ時刻に伝播枠を開始する場合は、「SYSDATE+ 1 
- duration/86400 」を使用します。NULLの場合は、伝播は現
在の枠で停止します。

latency 伝播されるメッセージのエンキュー後、メッセージの伝播枠にお
ける最大待機時間（秒単位）。NULLの場合は、デフォルト値（60
秒）が使用されます。 
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disablePropagationSchedule

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、伝播スケジュールを使用禁止にするために使用します。

構構構構文文文文 : 
public void disablePropagationSchedule(java.lang.String destination) 
                                       throws AQException

   

例例例例 :

test_aqjava クラスを設定します。詳細は、7-10ページの「AQの例の設定」を参照して
ください。

1.   キキキキュュュューをーをーをーを作作作作成し成し成し成し、、、、エエエエンンンンキュキュキュキューーーー /デキデキデキデキュュュューーーーをををを起動起動起動起動すすすするるるる
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueProperty         queue_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     AQQueue                 queue;

     /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
     qtable_prop.setCompatible("8.1");

     /* Create a queue table called aq_table3 in aqjava schema: */

表表表表 7-45  enablePropagationSchedule ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

destination 宛先データベース・リンクを指定します。NULLの場合、宛先は
ローカル・データベースです。 

表表表表 7-46  disablePropagationSchedule のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

destination 宛先データベース・リンクを指定します。NULLの場合、宛先は
ローカル・データベースです。 
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     q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava", "aq_table3", qtable_prop);
     System.out.println("Successful createQueueTable");  

     /* Create a new AQQueueProperty object: */
     queue_prop = new AQQueueProperty();

     /* Create a queue called aq_queue3 in aq_table3: */
     queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue3", queue_prop);
     System.out.println("Successful createQueue");  

     /* Enable enqueue/dequeue on this queue: */
     queue.start();
     System.out.println("Successful start queue");  
   
     /* Grant enqueue_any privilege on this queue to user scott: */
     queue.grantQueuePrivilege("ENQUEUE", "scott");
     System.out.println("Successful grantQueuePrivilege");  
}

2.   複複複複数数数数コンコンコンコンシシシシューューューューママママ・・・・キキキキューューューューをををを作成作成作成作成しししし、、、、ササササブスブスブスブスククククラララライイイイバをバをバをバを追追追追加する加する加する加する
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueProperty         queue_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     AQQueue                 queue;
     AQAgent                  subs1, subs2;

     /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
     System.out.println("Successful setCompatible");  

     /* Set multiconsumer flag to true: */
     qtable_prop.setMultiConsumer(true);

     /* Create a queue table called aq_table4 in aqjava schema: */
     q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava", "aq_table4", qtable_prop);
     System.out.println("Successful createQueueTable");  

     /* Create a new AQQueueProperty object: */
     queue_prop = new AQQueueProperty();
     /* Create a queue called aq_queue4 in aq_table4 */
     queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue4", queue_prop);
     System.out.println("Successful createQueue");  

     /* Enable enqueue/dequeue on this queue: */
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     queue.start();
     System.out.println("Successful start queue");  

     /* Add subscribers to this queue: */
     subs1 = new AQAgent("GREEN", null, 0);
     subs2 = new AQAgent("BLUE", null, 0);

     queue.addSubscriber(subs1, null);  /* no rule   */
     System.out.println("Successful addSubscriber 1");  

     queue.addSubscriber(subs2, "priority < 2"); /* with rule */
     System.out.println("Successful addSubscriber 2");  
}
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このインタフェースは、キューの操作インタフェースをサポートします。AQQueueは
AQQueueAdminを拡張したものです。このため、このインタフェースでは管理機能も使用
できます。

getOwner

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューの所有者を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getOwner() throws AQException

getName

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューの名前を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getName() throws AQException

getQueueTableName

用用用用途途途途 :
このメソッドは、キューが存在するキュー表の名前を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getQueueTableName() throws AQException
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getProperty

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのプロパティを取得するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQQueueProperty getProperty() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQQueueProperty オブジェクト

createMessage

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エンキューされるデータで移入可能な AQMessageオブジェクトを新規作
成するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQMessage createMessage() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQMessageオブジェクト

enqueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューにメッセージをエンキューするために使用します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] enqueue(AQEnqueueOption enq_option,
                      AQMessage message) throws AQException
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戻戻戻戻りりりり値値値値 :
エンキューされたメッセージのメッセージ ID。このコールが完了した後、AQMessageオブ
ジェクトの messageId フィールドも移入されます。

dequeue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューからメッセージをデキューするために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQMessage dequeue(AQDequeueOption deq_option) throws AQException

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
デキューされたメッセージ AQMessage

getSubscribers

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、キューのサブスクライバ・リストを取得するために使用します。

構構構構文文文文 : 
public AQAgent[] getSubscribers() throws AQException

表表表表 7-47  alterPropagationSchedule ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

enq_option AQEnqueOption オブジェクト

message エンキューされる AQMessage 

表表表表 7-48  alterPropagationSchedule ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

deq_option AQDequeueOption オブジェクト 
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戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQAgents の配列
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このクラスは、エンキュー操作に使用できるオプションを指定するために使用します。

定数定数定数定数

public static final int DEVIATION_NONE
public static final int DEVIATION_BEFORE
public static final int DEVIATION_TOP
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ

用用用用途途途途 : 
使用可能なコンストラクタは 2種類あります。1つ目のコンストラクタは、指定されたオプ
ションでオブジェクトを作成し、2番目のコンストラクタは、デフォルトのオプションでオ
ブジェクトを作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQEnqueueOption(int visibility,
                       byte[] relative_msgid,
                       int sequence_deviation)

public AQEnqueueOption()
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getVisibility

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、可視性を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getVisibility() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
VISIBILITY_IMMEDIATE または VISIBILITY_ONCOMMIT

setVisibility

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、可視性を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setVisibility(int visibility) throws AQException

表表表表 7-49  AQEnqueueOption ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

visibility VISIBILITY_IMMEDIATE または VISIBILITY_ONCOMMIT （デ
フォルト）

relative_msgid DEVIATION_BEFOREを使用する場合、このパラメータは、メッ
セージのメッセージ識別子を示しますが、現在のメッセージはこ
の識別子を持つメッセージの前の位置にエンキューされます。

sequence_deviation DEVIATION_TOP－ メッセージは、他のすべてのメッセージより
前の位置にエンキューされます。

DEVIATION_BEFORE － メッセージは、relative_msgid で指
定したメッセージの前の位置にエンキューされます。

DEVIATION_NONE － デフォルト 
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getRelMessageId

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、相対メッセージ IDを取得します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] getRelMessageId() throws AQException

getSequenceDeviation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、順序逸脱を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getSequenceDeviation() throws AQException

setSequenceDeviation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エンキューするメッセージを、すでにキューにある他のメッセージより先
にデキューするかどうかを指定します。

構構構構文文文文 : 
public void setSequenceDeviation(int sequence_deviation,
                                 byte[] relative_msgid) throws AQException

表表表表 7-50  setVisibility ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

visibility VISIBILITY_IMMEDIATE または VISIBILITY_ONCOMMIT 
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表表表表 7-51  setSequenceDeviation ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

sequence_deviation DEVIATION_TOP － メッセージは、他のすべてのメッセージより
前の位置にエンキューされます。

DEVIATION_BEFORE － メッセージは、relative_msgidで指定し
たメッセージの前の位置にエンキューされます。

DEVIATION_NONE － デフォルト

relative_msgid DEVIATION_BEFOREを使用する場合、このパラメータは、メッ
セージのメッセージ識別子を示しますが、現在のメッセージはこ
の識別子を持つメッセージの前の位置にエンキューされます。 
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このクラスは、デキュー操作に使用できるオプションを指定するために使用します。

定数定数定数定数

public static final int NAVIGATION_FIRST_MESSAGE
public static final int NAVIGATION_NEXT_TRANSACTION
public static final int NAVIGATION_NEXT_MESSAGE
public static final int DEQUEUE_BROWSE
public static final int DEQUEUE_LOCKED
public static final int DEQUEUE_REMOVE
public static final int DEQUEUE_REMOVE_NODATA
public static final int WAIT_FOREVER
public static final int WAIT_NONE
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デフォルトのオプションでオブジェクトを作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQDequeueOption()

getConsumerName

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、コンシューマ名を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getConsumerName() throws AQException
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setConsumerName

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、コンシューマ名を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setConsumerName(java.lang.String consumer_name) throws AQException

   

getDequeueMode

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デキュー・モードを取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getDequeueMode() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
DEQUEUE_BROWSE、DEQUEUE_LOCKED、DEQUEUE_REMOVEまたは DEQUEUE_REMOVE_
NODATA

setDequeueMode

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デキュー・モードを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setDequeueMode(int dequeue_mode) throws AQException

表表表表 7-52  setConsumerName ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

consumer_name エージェントの名前 
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getNavigationMode

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、ナビゲーション・モードを取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getNavigationMode() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
NAVIGATION_FIRST_MESSAGE、NAVIGATION_NEXT_MESSAGEまたは NAVIGATION_
NEXT_TRANSACTION

setNavigationMode

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、ナビゲーション・モードを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setNavigationMode(int navigation) throws AQException

   

表表表表 7-53  setDequeueMode のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

dequeue_mode DEQUEUE_BROWSE、DEQUEUE_LOCKED、DEQUEUE_REMOVEまた
は DEQUEUE_REMOVE_NODATA 

表表表表 7-54  setNavigationMode ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

navigation NAVIGATION_FIRST_MESSAGE、NAVIGATION_NEXT_MESSAGE
または NAVIGATION_NEXT_TRANSACTION 
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用用用用途途途途 : 
このメソッドは、可視性を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getVisibility() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
VISIBILITY_IMMEDIATE または VISIBILITY_ONCOMMIT

setVisibility

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、可視性を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setVisibility(int visibility) throws AQException

   

getWaitTime

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、待機時間を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getWaitTime() throws AQException

表表表表 7-55  setVisibility ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

visibility VISIBILITY_IMMEDIATE または VISIBILITY_ONCOMMIT 
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戻戻戻戻りりりり値値値値 :
WAIT_FOREVERまたはWAIT_NONE、あるいは実際の時間（秒単位）

setWaitTime

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、待機時間を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setWaitTime(int wait_time) throws AQException

   

getMessageId

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージ IDを取得します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] getMessageId() throws AQException

setMessageId

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージ IDを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setMessageId(byte[] message_id) throws AQException

表表表表 7-56  setWaitTime ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

wait_time WAIT_FOREVERまたは WAIT_NONE、あるいは時間（秒単位） 
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getCorrelation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、相関 IDを取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getCorrelation() throws AQException

setCorrelation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、相関 IDを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setCorrelation(java.lang.String correlation) throws AQException

   

表表表表 7-57  setMessageId パパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

message_id メッセージ ID 

表表表表 7-58  setCorrelation のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

correlation ユーザー指定情報 
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AQMessage

このインタフェースには、RAW型ペイロードまたはオブジェクト型ペイロードの AQメッ
セージ用のメソッドが含まれています。

getMessageId

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージ IDを取得します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] getMessageId() throws AQException

getRawPayload

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロードを取得します。

構構構構文文文文 : 
public AQRawPayload getRawPayload() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQRawPayload オブジェクト

setRawPayload

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロードを設定します。オブジェクト型のキューから作成された
メッセージに対してこのメソッドをコールすると、AQException が発生します。
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getMessageProperty
構構構構文文文文 : 
public void setRawPayload(AQRawPayload message_payload) throws AQException

   

   

getMessageProperty

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージ・プロパティを取得します。

構構構構文文文文 : 
public AQMessageProperty getMessageProperty() throws AQException 
  

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQMessageProperty オブジェクト

setMessageProperty

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージ・プロパティを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setMessageProperty(AQMessageProperty property) throws AQException

   

表表表表 7-59  setRawPayload ののののパパパパララララメーメーメーメータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

message_payload RAWユーザー・データを含む AQRawPayload オブジェクト 

表表表表 7-60  setObjectPayload のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

property AQMessageProperty オブジェクト 
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AQMessageProperty クラスには、AQで個々のメッセージを管理するために使用される情
報が含まれています。プロパティはエンキュー時に設定され、デキュー時にその値が返され
ます。

定数定数定数定数

public static final int DELAY_NONE
public static final int EXPIRATION_NEVER
public static final int STATE_READY
public static final int STATE_WAITING
public static final int STATE_PROCESSED
public static final int STATE_EXPIRED

コンコンコンコンスススストラトラトラトラククククタタタタ

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、デフォルトのプロパティ値を使用して AQMessageProperty オブジェク
トを作成します。

構構構構文文文文 : 
public AQMessageProperty()

getPriority

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージの優先順位を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getPriority() throws AQException
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setPriority

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージの優先順位を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setPriority(int priority) throws AQException

   

getDelay

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、遅延値を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getDelay() throws AQException

setDelay

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、遅延値を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setDelay(int delay) throws AQException

表表表表 7-61  setPriority のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

priority メッセージの優先順位。これには負数を含む任意の数値を指定で
きます。数値が小さいほど優先順位は高くなります。 
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getExpiration

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、時間切れの値を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getExpiration() throws AQException

 

setExpiration

用用用用途途途途 : 
このメソッドは時間切れの値を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setExpiration(int expiration) throws AQException

   

表表表表 7-62  setDelay ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

delay 遅延は、メッセージがデキュー可能になるまでの秒数を表します。
NO_DELAYを指定すると、メッセージはただちにデキューできま
す。 

表表表表 7-63  setExpiration ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

expiration メッセージがデキュー可能である期間。このパラメータは、遅延
からのオフセットです。NEVERを指定すると、メッセージは時間
切れにはなりません。 
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getCorrelation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは相関関係を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getCorrelation() throws AQException

setCorrelation

用用用用途途途途 : 
このメソッドは相関関係を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setCorrelation(java.lang.String correlation) throws AQException

   

getAttempts

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、試行回数を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getAttempts() throws AQException

表表表表 7-64  setCorrelation のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

correlation ユーザー指定情報 
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getRecipientList

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、受信者リストを取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.util.Vector getRecipientList() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
AQAgents のベクトル。このパラメータは、デキュー時にコンシューマには返されません。

setRecipientList

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、受信者リストを設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setRecipientList(java.util.Vector r_list) throws AQException

   

getOrigMessageId

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、元のメッセージ IDを取得します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] getOrigMessageId() throws AQException

表表表表 7-65  setRecipientList ののののパパパパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

r_list AQAgents のベクトル。デフォルトの受信者は、キューのサブス
クライバです。 
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用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージの送信者を取得します。

構構構構文文文文 : 
public AQAgent getSender() throws AQException

setSender

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージの送信者を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setSender(AQAgent sender) throws AQException

   

getExceptionQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、例外キューの名前を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.lang.String getExceptionQueue() throws AQException

表表表表 7-66  setSender ののののパパパパラメラメラメラメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

sender AQAgent  
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setExceptionQueue

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、例外キューの名前を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setExceptionQueue(java.lang.String queue) throws AQException

   

getEnqueueTime

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エンキュー時間を取得します。

構構構構文文文文 : 
public java.util.Date getEnqueueTime() throws AQException

getState

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、メッセージの状態を取得します。

構構構構文文文文 : 
public int getState() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
STATE_READY、STATE_WAITING、STATE_PROCESSEDまたは STATE_EXPIRED

表表表表 7-67  setExceptionQueue ののののパラパラパラパラメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

queue 例外キューの名前 
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AQRawPayload

このオブジェクトは、AQMessageに含まれる RAW型のユーザー・データを表します。

getStream

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロード・データの一部を、指定されたバイト配列に読み込みま
す。

構構構構文文文文 : 
public int getStream(byte[] value, int len) throws AQException

   

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
読み込まれたバイト数

getBytes

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロード・データ全体をバイト配列として取り出します。

構構構構文文文文 : 
public byte[] getBytes() throws AQException

戻戻戻戻りりりり値値値値 :
byte[]  - バイト配列として表された RAW型ペイロード

表表表表 7-68  getStream のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

value RAW型データを保持するバイト配列

len 読み込まれるバイト数 
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setStream

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、RAW型ペイロードの値を設定します。

構構構構文文文文 : 
public void setStream(byte[] value,
                      int len) throws AQException

   

表表表表 7-69  getStream のパのパのパのパララララメメメメーーーータタタタ

パパパパララララメーメーメーメータタタタ 意意意意味味味味 

value RAW型ペイロードを含むバイト配列

len RAWストリームに書き込まれるバイト数 
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この例外は、ユーザーが Java AQ APIを使用中にエラーが検出された場合に発生します。

public class AQException extends java.lang.RuntimeException

このインタフェースは、Javaの例外によりサポートされている例外の他にもいくつかの例外
をサポートします。

getMessage

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エラー・メッセージを取得します。

getErrorCode

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、エラー番号（Oracleエラー・コード）を取得します。

getNextException

用用用用途途途途 : 
このメソッドは、連鎖内の次の例外を取得します（次の例外がある場合）。
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AQOracleSQLException

AQOracleSQLException は、AQException の拡張です。

Oracle8i AQドライバを使用する場合、エラーはクライアント側で発生したり、RDBMSで
発生することがあります。Oracle8i AQドライバは、SQLを実行中に発生するすべてのエ
ラーに対して AQOracleSQLException を発生させます。

この 2種類の例外を区別する上級ユーザーには、このインタフェースが役立ちます。通常は
AQException のみを使用します。
アドバンスト・キューイング － Java API 7-75



AQOracleSQLException
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Oracle アアアアドバンドバンドバンドバンススススト・キト・キト・キト・キュュュューインーインーインーインググググの例の例の例の例

この章では、様々なプログラミング環境を使用した操作例を提供します。

■ キュー表およびキューの作成

– オブジェクト型のキュー表およびキューを作成する

– RAW型のキュー表およびキューを作成する

– 優先順位指定メッセージのキュー表およびキューを作成する

– 複数コンシューマのキュー表およびキューを作成する

– 伝播を実証するためのキューを作成する

■ メッセージのエンキューおよびデキュー

– PL/SQLを使用したオブジェクト型メッセージのエンキューおよびデキュー

– Pro*C/C++を使用したオブジェクト型メッセージのエンキューおよびデキュー

– OCIを使用したオブジェクト型メッセージのエンキューおよびデキュー

– PL/SQLを使用した RAW型メッセージのエンキューおよびデキュー

– Pro*C/C++を使用した RAW型メッセージのエンキューおよびデキュー

– OCIを使用した RAW型メッセージのエンキューおよびデキュー

– Javaを使用した RAW型メッセージのエンキューおよびデキュー

– Javaを使用したメッセージのデキュー

– Javaを使用した参照モードでのメッセージのデキュー

– PL/SQLを使用した優先順位によるメッセージのエンキューおよびデキュー

– Javaを使用した優先順位によるメッセージのエンキュー

– PL/SQLを使用した条件によるプレビュー後のメッセージのデキュー
の例 8-1



– PL/SQLを使用した、遅延および時間切れによるメッセージのエンキューおよびデ
キュー

– Pro*C/C++を使用した、「相関」および「メッセージ ID」によるメッセージのエン
キューおよびデキュー

– OCIを使用した、「相関」および「メッセージ ID」によるメッセージのエンキュー
およびデキュー

– PL/SQLを使用した、複数コンシューマ・キューでのメッセージのエンキューおよ
びデキュー

–  OCIを使用した、複数コンシューマ・キューでのメッセージのエンキューおよびデ
キュー

– PL/SQLを使用した、メッセージのグループ化によるメッセージのエンキューおよ
びデキュー

– PL/SQLを使用した、LOB属性を含むオブジェクト型メッセージのエンキューおよ
びデキュー

■ 伝播

– PL/SQLを使用した、リモートのサブスクライバ /受信者用のメッセージの複数コ
ンシューマ・キューへのエンキューおよび伝播スケジュールの作成

– PL/SQLを使用して、同一データベース内の 1つのキューから他のキューへの伝播
を管理する

– PL/SQLを使用して、1つのキューから他のデータベース内の他のキューへの伝播
を管理する

– PL/SQLを使用した伝播スケジュールの解除

■ AQオブジェクトを削除する

■ ロールおよび権限を取り消す

■ XAで AQを実行する

■ AQとメモリーの使用

– OCIを使用してメッセージをエンキューする（各コールの後にメモリーを解放す
る）

– OCIを使用してメッセージをエンキューする（メモリーを再使用する）

– OCIを使用してメッセージをデキューする（各コール後にメモリーを解放する）

– OCIを使用してメッセージをデキューする（メモリーを再使用する）
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キュー表およびキューの作成
キキキキューューューュー表表表表およおよおよおよびびびびキュキュキュキューーーーの作の作の作の作成成成成

オブオブオブオブジジジジェクトェクトェクトェクト型型型型のキュのキュのキュのキューーーー表およ表およ表およ表およびびびびキューキューキューキューをををを作成す作成す作成す作成するるるる
/* Create a message type: */
CREATE type aq.Message_typ as object (
subject     VARCHAR2(30),
text        VARCHAR2(80));

/* Create a object type queue table and queue: */
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
queue_table        => ’aq.objmsgs80_qtab’,
queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
queue_name         => ’msg_queue’,
queue_table        => ’aq.objmsgs80_qtab’);

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE (
queue_name         => ’msg_queue’);

RAW型のキ型のキ型のキ型のキュュュュー表おー表おー表おー表およよよよびキュびキュびキュびキューーーーを作成を作成を作成を作成すすすするるるる
/* Create a RAW type queue table and queue: */
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
queue_table          => ’aq.RawMsgs_qtab’, 
queue_payload_type   => ’RAW’); 
  
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE ( 
queue_name          => ’raw_msg_queue’, 
queue_table         => ’aq.RawMsgs_qtab’); 

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

CONNECT system/manager;
DROP USER aqadm CASCADE;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm; 
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqadm;
GRANT Aq_administrator_role TO aqadm;
DROP USER aq CASCADE;
CREATE USER aq IDENTIFIED BY aq;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aq; 
GRANT EXECUTE ON dbms_aq TO aq;
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EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE ( 
queue_name          => ’raw_msg_queue’); 

優先優先優先優先順順順順位指定位指定位指定位指定メメメメッセーッセーッセーッセージジジジのキュのキュのキュのキューーーー表およ表およ表およ表およびびびびキューキューキューキューをををを作成す作成す作成す作成するるるる
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
queue_table        => ’aq.priority_msg’,
sort_list          => ’PRIORITY,ENQ_TIME’,
queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
queue_name         => ’priority_msg_queue’,
queue_table        => ’aq.priority_msg’);

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE ( 
queue_name         => ’priority_msg_queue’);

複数複数複数複数ココココンシュンシュンシュンシューーーーマのキマのキマのキマのキュュュュー表おー表おー表おー表およよよよびキュびキュびキュびキューーーーを作成を作成を作成を作成すすすするるるる
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’,
multiple_consumers => TRUE, 
queue_payload_type => ’aq.Message_typ’);

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
queue_name         => ’msg_queue_multiple’,
queue_table        => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’);

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE (
queue_name         => ’msg_queue_multiple’);

伝播伝播伝播伝播をををを実証す実証す実証す実証するるるるためのためのためのためのキキキキューをューをューをューを作作作作成する成する成する成する
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE (
queue_name        => ’another_msg_queue’,
queue_table       => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’);

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE (
queue_name         => ’another_msg_queue’);
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メッセージのエンキューおよびデキュー
メメメメッセッセッセッセーーーージのジのジのジのエエエエンキンキンキンキュュュューおーおーおーおよよよよびデびデびデびデキキキキューューューュー

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたたオブジオブジオブジオブジェェェェクト型クト型クト型クト型メメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエンキキキキューおューおューおューおよよよよびデキびデキびデキびデキュュュューーーー
他のパラメータを使用せずに 1つのメッセージをエンキューするには、キュー名およびペイ
ロードを指定します。

/* Enqueue to msg_queue: */
DECLARE
   enqueue_options     dbms_aq.enqueue_options_t;
   message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   message := message_typ(’NORMAL MESSAGE’,
   ’enqueued to msg_queue first.’);

   dbms_aq.enqueue(queue_name => ’msg_queue’,           
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   COMMIT;

/* Dequeue from msg_queue: */
DECLARE
   dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
   message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
           dequeue_options    => dequeue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
                                      ’ ... ’ || message.text );
   COMMIT;
END;
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メッセージのエンキューおよびデキュー
Pro*C/C++を使を使を使を使用用用用したオしたオしたオしたオブブブブジェクジェクジェクジェクトトトト型メッ型メッ型メッ型メッセセセセージのージのージのージのエエエエンキュンキュンキュンキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデ
キュキュキュキューーーー

#include  <stdio.h>
#include  <string.h>
#include  <sqlca.h>
#include  <sql2oci.h>
/* The header file generated by processing
object type ’aq.Message_typ’: */
#include  "pceg.h"

void sql_error(msg)
char *msg;
{
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
 printf("%s¥n", msg);
printf("¥n% .800s ¥n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
exit(1);
}

main()
{
Message_typ     *message = (Message_typ*)0;   /* payload */
char             user[60]="aq/AQ";  /* user logon password */
char             subject[30];  /* components of the */ 
char             txt[80];      /* payload type */
                                       
/* ENQUEUE and DEQUEUE to an OBJECT QUEUE */  
       
/*  Connect to database: */
EXEC SQL CONNECT :user;  
 

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

$ cat >> message.typ
case=lower
type aq.message_typ
$ 
$ ott userid=aq/aq intyp=message.typ outtyp=message_o.typ ¥  code=c 
hfile=demo.h
$
$ proc intyp=message_o.typ iname=<program name> ¥
config=<config file> SQLCHECK=SEMANTICS userid=aq/aq
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メッセージのエンキューおよびデキュー
/* On an oracle error print the error number :*/
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sql_error("Oracle Error :");

/* Allocate memory for the host variable from the object cache : */
EXEC SQL ALLOCATE :message;

/* ENQUEUE */

strcpy(subject, "NORMAL ENQUEUE");
strcpy(txt, "The Enqueue was done through PLSQL embedded in PROC");

/* Initialize the components of message : */
EXEC SQL OBJECT SET subject, text OF  :message TO :subject, :txt;

/* Embedded PLSQL call to the AQ enqueue procedure : */
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties   dbms_aq.message_properties_t;
enqueue_options      dbms_aq.enqueue_options_t;
msgid                RAW(16);
BEGIN
/* Bind the host variable ’message’ to the payload: */
dbms_aq.enqueue(queue_name => ’msg_queue’,
message_properties => message_properties,
enqueue_options => enqueue_options,
payload => :message,  
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work */
EXEC SQL COMMIT;                            
            
printf("Enqueued Message ¥n");
printf("Subject  :%s¥n",subject);
printf("Text     :%s¥n",txt);

/* Dequeue */

/* Embedded PLSQL call to the AQ dequeue procedure : */
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
msgid               RAW(16);
BEGIN  
/* Return the payload into the host variable ’message’:  */
dbms_aq.dequeue(queue_name => ’msg_queue’,
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message_properties => message_properties,
dequeue_options => dequeue_options,
payload => :message,
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
 /* Commit work :*/
EXEC SQL COMMIT; 
                                       
/* Extract the components of message: */
EXEC SQL OBJECT GET SUBJECT,TEXT FROM :message INTO :subject,:txt;

printf("Dequeued Message ¥n");
printf("Subject  :%s¥n",subject);
printf("Text     :%s¥n",txt);
}

OCIを使を使を使を使用用用用したオしたオしたオしたオブブブブジェクジェクジェクジェクトトトト型メッ型メッ型メッ型メッセセセセージのージのージのージのエエエエンキュンキュンキュンキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

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

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

int main()
{
  OCIEnv       *envhp;
  OCIServer    *srvhp;
  OCIError     *errhp;
  OCISvcCtx    *svchp;
  dvoid        *tmp;
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メッセージのエンキューおよびデキュー
  OCIType      *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message      msg;
  null_message nmsg;
  message      *mesg     = &msg;
  null_message *nmesg    = &nmsg;
  message      *deqmesg  = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit(&envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
      (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* Obtain TDO of message_typ */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYP", strlen("MESSAGE_TYP"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* Prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                      (CONST text *)"NORMAL MESSAGE", strlen("NORMAL MESSAGE"), 
                       &mesg->subject);

  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                      (CONST text *)"OCI ENQUEUE", strlen("OCI ENQUEUE"), 
                      &mesg->data);
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  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

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

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

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた RAW型メッ型メッ型メッ型メッセセセセージのージのージのージのエエエエンキュンキュンキュンキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー
DECLARE 
   enqueue_options     dbms_aq.enqueue_options_t;
   message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             RAW(4096);
  
BEGIN 
   message :=  HEXTORAW(RPAD(’FF’,4095,’FF’)); 
   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’raw_msg_queue’,            
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
                     payload  => message,
                      msgid   => message_handle);

   COMMIT; 
END; 

/* Dequeue from raw_msg_queue: */
/* Dequeue from raw_msg_queue: */
DECLARE 
   dequeue_options     DBMS_AQ.dequeue_options_t; 
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t; 
   message_handle      RAW(16);
   message             RAW(4096);
  
BEGIN 
   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name => ’raw_msg_queue’,
           dequeue_options    => dequeue_options,
           message_properties => message_properties,
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           payload            => message,
           msgid              => message_handle);
    
   COMMIT; 
END;

Pro*C/C++を使を使を使を使用用用用ししししたたたた RAW型型型型メメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエンキキキキューおューおューおューおよよよよびデキびデキびデキびデキュュュューーーー

#include  <stdio.h>
#include  <string.h>
#include  <sqlca.h>
#include  <sql2oci.h>

void sql_error(msg)
char *msg;
{
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
 printf("%s¥n", msg);
printf("¥n% .800s ¥n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
exit(1);
}

main()
{
OCIEnv         *oeh;   /* OCI Env handle */
OCIError       *err;    /* OCI Err handle */
OCIRaw         *message= (OCIRaw*)0;   /* payload */
ub1            message_txt[100];   /* data for payload */
char           user[60]="aq/AQ";   /* user logon password */
int            status;   /* returns status of the OCI call */

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

$ cat >> message.typ
case=lower
type aq.message_typ
$ 
$ ott userid=aq/aq intyp=message.typ outtyp=message_o.typ ¥  code=c 
hfile=demo.h
$
$ proc intyp=message_o.typ iname=<program name> ¥
config=<config file> SQLCHECK=SEMANTICS userid=aq/aq
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/* Enqueue and dequeue to a RAW queue */

/* Connect to database: */
EXEC SQL CONNECT :user;

/* On an oracle error print the error number: */
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sql_error("Oracle Error :");
  
/* Get the OCI Env handle: */
if (SQLEnvGet(SQL_SINGLE_RCTX, &oeh) != OCI_SUCCESS)
{
printf(" error in SQLEnvGet ¥n");
exit(1);
}
/* Get the OCI Error handle: */
if (status = OCIHandleAlloc((dvoid *)oeh, (dvoid **)&err,
(ub4)OCI_HTYPE_ERROR, (ub4)0, (dvoid **)0))
{
printf(" error in OCIHandleAlloc %d ¥n", status);
exit(1);
}

/* Enqueue */
/* The bytes to be put into the raw payload:*/
strcpy(message_txt, "Enqueue to a Raw payload queue ");

/* Assign bytes to the OCIRaw pointer :
Memory needs to be allocated explicitly to OCIRaw*: */
if (status=OCIRawAssignBytes(oeh, err, message_txt, 100,
 &message))
{
printf(" error in  OCIRawAssignBytes  %d ¥n", status);
exit(1);
}

/*  Embedded PLSQL call to the AQ enqueue procedure : */
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties   dbms_aq.message_properties_t;
enqueue_options      dbms_aq.enqueue_options_t;
msgid                RAW(16);
BEGIN
/* Bind the host variable message to the raw payload: */
dbms_aq.enqueue(queue_name => ’raw_msg_queue’,
message_properties => message_properties,
enqueue_options => enqueue_options,
payload => :message,
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msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work: */
EXEC SQL COMMIT;                        
 
/* Dequeue */
/*  Embedded PLSQL call to the AQ dequeue procedure :*/
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
msgid               RAW(16);
BEGIN
/* Return the raw payload into the host variable ’message’:*/
dbms_aq.dequeue(queue_name => ’raw_msg_queue’,
message_properties => message_properties,
dequeue_options => dequeue_options,
payload => :message,
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work: */
EXEC SQL COMMIT;                             
}

OCIを使を使を使を使用用用用ししししたたたた RAW型型型型メメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエンキキキキューおューおューおューおよよよよびデキびデキびデキびデキュュュューーーー
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

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

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

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

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

  /* Dequeue the same message into C variable deqmesg */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"raw_msg_queue", 0, 0, 
           mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&indptr, 0, 0);
  for (i = 0; i < OCIRawSize(envhp, deqmesg); i++)
     printf("%c", *(OCIRawPtr(envhp, deqmesg) + i));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}
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Javaを使用を使用を使用を使用ししししたたたた RAW型メ型メ型メ型メッッッッセージセージセージセージののののエンキエンキエンキエンキュュュューおよーおよーおよーおよびびびびデキュデキュデキュデキューーーー

AQのののの例例例例の設の設の設の設定定定定

/* Create an AQ User: */
CONNECT system/manager

DROP USER aqjava CASCADE;
GRANT CONNECT, RESOURCE, AQ_ADMINISTRATOR_ROLE TO aqjava IDENTIFIED BY aqjava;
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqjava;
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ TO aqjava;
CONNECT aqjava/aqjava

/* Set up main class from which we will call subsequent examples and handle 
   exceptions: */
import java.sql.*;
import oracle.AQ.*;

public class test_aqjava
{
   public static void main(String args[]) 
   {
      AQSession  aq_sess = null;

      try 
      {
         aq_sess = createSession(args);

        /* now run the test: */
        runTest(aq_sess);     
      }
      catch (Exception ex)
      {
          System.out.println("Exception-1: " + ex);
         ex.printStackTrace();      
      }  
   }
}

/* Create an AQ Session for the ’aqjava’ user as shown in the 
   AQDriverManager section above: */
 public static AQSession createSession(String args[]) 
   {
      Connection db_conn;
      AQSession  aq_sess = null;
Oracleアドバンスト・キューイングの例 8-15



AQの例の設定
      try 
      {
    
          Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
         /* your actual hostname, port number, and SID will 
         vary from what follows. Here we use ’dlsun736,’ ’5521,’
         and ’test,’ respectively: */

         db_conn =
                  DriverManager.getConnection(
                   "jdbc:oracle:thin:@dlsun736:5521:test", 
                   "aqjava", "aqjava");

         System.out.println("JDBC Connection opened ");
         db_conn.setAutoCommit(false);
                 
         /* Load the Oracle8i AQ driver: */
          Class.forName("oracle.AQ.AQOracleDriver");

         /* Create an AQ Session: */
         aq_sess = AQDriverManager.createAQSession(db_conn);
          System.out.println("Successfully created AQSession ");
      }
      catch (Exception ex)
      {
         System.out.println("Exception: " + ex);
         ex.printStackTrace();
      }  
      return aq_sess;
   }

/* Create a queue table and a queue  for the ’aqjava’ use: /*
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTableProperty     qtable_prop;
    AQQueueProperty          queue_prop;
    AQQueueTable             q_table;
    AQQueue                  queue;
   
    /* Create a AQQueueTableProperty object (payload type - RAW): */
    qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
   
    /* Create a queue table called aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava", "aq_table1", qtable_prop);
    System.out.println("Successfully created aq_table1 in aqjava schema");
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    /* Create a new AQQueueProperty object: */
    queue_prop = new AQQueueProperty();
   
    /* Create a queue called aq_queue1 in aq_table1: */
    queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue1", queue_prop);
    System.out.println("Successfully created aq_queue1 in aq_table1");
}

/* Get a handle to an existing queue table and queue: */
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTable            q_table;
    AQQueue                 queue;
    
    /* Get a handle to queue table - aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table1");
    System.out.println("Successful getQueueTable");
    
    /* Get a handle to a queue - aq_queue1 in aqjava schema: */
    queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue1");
    System.out.println("Successful getQueue");
}

public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTable             q_table;
     AQQueue                  queue;
     AQMessage                message;
     AQRawPayload             raw_payload;
     AQEnqueueOption          enq_option;
     String                   test_data = "new message";
     byte[]                   b_array;

     /* Get a handle to queue table - aq_table4 in aqjava schema: */
     q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table4");
     System.out.println("Successful getQueueTable");

     /* Get a handle to a queue - aq_queue4 in aquser schema: */
     queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue4");
     System.out.println("Successful getQueue");

     /* Create a message to contain raw payload: */
     message = queue.createMessage();

     /* Get handle to the AQRawPayload object and populate it with raw data: */
     b_array = test_data.getBytes();
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     raw_payload = message.getRawPayload();

     raw_payload.setStream(b_array, b_array.length);

     /* Create a AQEnqueueOption object with default options: */
     enq_option = new AQEnqueueOption();
     /* Enqueue the message: */
     queue.enqueue(enq_option, message);

}

Javaを使用を使用を使用を使用ししししたメッたメッたメッたメッセセセセージのージのージのージのデデデデキューキューキューキュー
   public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTable             q_table;
     AQQueue                  queue;
     AQMessage                message;
     AQRawPayload             raw_payload;
     AQEnqueueOption          enq_option;
     String                   test_data = "new message";
     AQDequeueOption          deq_option;
     byte[]                   b_array;

     /* Get a handle to queue table - aq_table4 in aqjava schema: */
     q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table4");
     System.out.println("Successful getQueueTable");

     /* Get a handle to a queue - aq_queue4 in aquser schema: */
     queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue4");
     System.out.println("Successful getQueue");

     /* Create a message to contain raw payload: */
     message = queue.createMessage();

     /* Get handle to the AQRawPayload object and populate it with raw data: */
     b_array = test_data.getBytes();

     raw_payload = message.getRawPayload();

     raw_payload.setStream(b_array, b_array.length);

     /* Create a AQEnqueueOption object with default options: */
     enq_option = new AQEnqueueOption();
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     /* Enqueue the message: */
     queue.enqueue(enq_option, message);
     System.out.println("Successful enqueue");

     /* Create a AQDequeueOption object with default options: */
     deq_option = new AQDequeueOption();

     /* Dequeue a message: */
     message = queue.dequeue(deq_option);
     System.out.println("Successful dequeue");
    
     /* Retrieve raw data from the message: */
     raw_payload = message.getRawPayload();
 
     b_array = raw_payload.getBytes();
}

Javaを使用を使用を使用を使用しししした参照た参照た参照た参照モモモモードでードでードでードでののののメッセメッセメッセメッセーーーージのデジのデジのデジのデキキキキューューューュー
   public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
      AQQueueTable             q_table;
      AQQueueTable             q_table;
      AQQueue                  queue;
      AQMessage                message;
      AQRawPayload             raw_payload;
      AQEnqueueOption          enq_option;
      String                   test_data = "new message";
      AQDequeueOption          deq_option;
      byte[]                    b_array;
      
      /* Get a handle to queue table - aq_table4 in aqjava schema: */
      q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table4");
      System.out.println("Successful getQueueTable");
      
      /* Get a handle to a queue - aq_queue4 in aquser schema: */
      queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue4");
      System.out.println("Successful getQueue");
      
      /* Create a message to contain raw payload: */
      message = queue.createMessage();

      /* Get handle to the AQRawPayload object and populate it with raw data: */
      b_array = test_data.getBytes();
      
      raw_payload = message.getRawPayload();
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      raw_payload.setStream(b_array, b_array.length);
      
      /* Create a AQEnqueueOption object with default options: */
      enq_option = new AQEnqueueOption();

      /* Enqueue the message: */
      queue.enqueue(enq_option, message);
      System.out.println("Successful enqueue");
     
      /* Create a AQDequeueOption object with default options: */
      deq_option = new AQDequeueOption();

      /* Set dequeue mode to BROWSE: */
      deq_option.setDequeueMode(AQDequeueOption.DEQUEUE_BROWSE);

      /* Set wait time to 10 seconds: */
      deq_option.setWaitTime(10);
      
      /* Dequeue a message: */
      message = queue.dequeue(deq_option);
      
      /* Retrieve raw data from the message: */
      raw_payload = message.getRawPayload();
      b_array = raw_payload.getBytes();

      String ret_value = new String(b_array);
      System.out.println("Dequeued message: " + ret_value);
}

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた優先順優先順優先順優先順位位位位によるによるによるによるメメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエンキキキキューおューおューおューおよよよよびデキびデキびデキびデキュュュューーーー
2つのメッセージが同じ優先順位でエンキューされると、先にエンキューされた方が先にデ
キューされます。ただし、2つのメッセージが異なる優先順位を持っている場合は、値の小
さい（優先順位の高い）メッセージが先にデキューされます。

/* Enqueue two messages with priority 30 and 5: */
DECLARE
   enqueue_options     dbms_aq.enqueue_options_t;
   message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   message := message_typ(’PRIORITY MESSAGE’,
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   ’enqued at priority 30.’);

   message_properties.priority := 30;

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’priority_msg_queue’,
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   message := message_typ(’PRIORITY MESSAGE’,
   ’Enqueued at priority 5.’);

   message_properties.priority := 5;

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’priority_msg_queue’,
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);
END;

/* Dequeue from priority queue: */
DECLARE
   dequeue_options     DBMS_AQ.dequeue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name  => ’priority_msg_queue’,
         dequeue_options       => dequeue_options,
         message_properties    => message_properties,
         payload               => message,
         msgid                 => message_handle);

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
   ’ ... ’ || message.text );

   COMMIT;

   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name => ’priority_msg_queue’,
         dequeue_options      => dequeue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);
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   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
   ’ ... ’ || message.text );
   COMMIT;
END;

/* On return, the second message with priority set to 5 will be retrievedbefore the 
message with priority set to 30 since priority takes precedence overenqueue time. */

Javaを使用を使用を使用を使用しししした優先た優先た優先た優先順順順順位によ位によ位によ位によるるるるメッセメッセメッセメッセーーーージのエジのエジのエジのエンンンンキューキューキューキュー
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTable             q_table;
     AQQueue                  queue;
     AQMessage                message;
     AQMessageProperty        m_property;
     AQRawPayload             raw_payload;
     AQEnqueueOption          enq_option;
     String                   test_data;
     byte[]                   b_array;

     /* Get a handle to queue table - aq_table4 in aqjava schema: */
     qtable = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table4");
     System.out.println("Successful getQueueTable");

     /* Get a handle to a queue - aq_queue4 in aqjava schema: */
     queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue4");
     System.out.println("Successful getQueue");

     /* Enqueue 5 messages with priorities with different priorities: */
     for (int i = 0; i < 5; i++ )
       {
          /* Create a message to contain raw payload: */
          message = queue.createMessage();

          test_data = "Small_message_" + (i+1);       /* some test data */

          /* Get a handle to the AQRawPayload object and
             populate it with raw data: */
          b_array = test_data.getBytes();

          raw_payload = message.getRawPayload();

          raw_payload.setStream(b_array, b_array.length);

          /* Set message priority: */
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         m_property = message.getMessageProperty();

         if( i < 2)
            m_property.setPriority(2);
          else
             m_property.setPriority(3);

          /* Create a AQEnqueueOption object with default options: */
          enq_option = new AQEnqueueOption();

          /* Enqueue the message: */
         queue.enqueue(enq_option, message);
         System.out.println("Successful enqueue");
     }
}

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた条件に条件に条件に条件によよよよるプレるプレるプレるプレビビビビュー後ュー後ュー後ュー後ののののメッセメッセメッセメッセーーーージのデジのデジのデジのデキキキキューューューュー
アプリケーションでは、参照モードまたはロック・モードで、メッセージを削除せずにプレ
ビューできます。その後で、対象メッセージをキューから削除できます。

/* Enqueue 6 messages to msg_queue
－ GREEN, GREEN, YELLOW, VIOLET, BLUE, RED */

DECLARE
   enqueue_options     DBMS_AQ.enqueue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   message := message_typ(’GREEN’,
   ’GREEN enqueued to msg_queue first.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   message := message_typ(’GREEN’,
   ’GREEN also enqueued to msg_queue second.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
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         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   message := message_typ(’YELLOW’,
   ’YELLOW enqueued to msg_queue third.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message handle: ’ || message_handle);

   message := message_typ(’VIOLET’,
   ’VIOLET enqueued to msg_queue fourth.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   message := message_typ(’BLUE’,
   ’BLUE enqueued to msg_queue fifth.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   message := message_typ(’RED’,
   ’RED enqueued to msg_queue sixth.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
         enqueue_options      => enqueue_options,
         message_properties   => message_properties,
         payload              => message,
         msgid                => message_handle);

   COMMIT;
END;

/* Dequeue in BROWSE mode until RED is found,
and remove RED from queue: */
DECLARE
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   dequeue_options     DBMS_AQ.dequeue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

BEGIN
   dequeue_options.dequeue_mode := DBMS_AQ.BROWSE;

   LOOP
      DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name          => ’msg_queue’,
                       dequeue_options    => dequeue_options,
                       message_properties => message_properties,
                       payload            => message,
                       msgid              => message_handle);

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
                                         ’ ... ’ || message.text );
         
      EXIT WHEN message.subject = ’RED’;

   END LOOP;

   dequeue_options.dequeue_mode := DBMS_AQ.REMOVE;
   dequeue_options.msgid        := message_handle;

   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name => ’msg_queue’,
           dequeue_options    => dequeue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
   ’ ... ’ || message.text );

   COMMIT;
END;

/* Dequeue in LOCKED mode until BLUE is found,
and remove BLUE from queue: */
DECLARE
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
message_handle      RAW(16);
message             aq.message_typ;

BEGIN
dequeue_options.dequeue_mode := dbms_aq.LOCKED;
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      LOOP

dbms_aq.dequeue(queue_name => ’msg_queue’,
                 dequeue_options    => dequeue_options,
                 message_properties => message_properties,
                 payload            => message,
                 msgid              => message_handle);

dbms_output.put_line (’Message: ’ || message.subject ||
          ’ ... ’ || message.text );
         
EXIT WHEN message.subject = ’BLUE’;
      END LOOP;

dequeue_options.dequeue_mode := dbms_aq.REMOVE;
dequeue_options.msgid        := message_handle;

dbms_aq.dequeue(queue_name => ’msg_queue’,
dequeue_options      => dequeue_options,
message_properties   => message_properties,
payload              => message,
msgid => message_handle);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
’ ... ’ || message.text );

      COMMIT;
END;

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた、遅延、遅延、遅延、遅延おおおおよび時よび時よび時よび時間間間間切れに切れに切れに切れによよよよるメッるメッるメッるメッセセセセージのージのージのージのエエエエンキュンキュンキュンキューーーーおおおお
よびよびよびよびデデデデキューキューキューキュー

  

/* Enqueue message for delayed availability: */
DECLARE
enqueue_options     dbms_aq.enqueue_options_t;
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
message_handle      RAW(16);

注注注注意意意意 : 時間切れは最も早いデキュー時刻から計算されています。たとえ
ば、アプリケーション側でメッセージを今から 1週間後以降 3週間以内に
デキューしたい場合には、時間切れを 2週間に設定する必要があります。
このシナリオを、次のコード・セグメントで説明します。 
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message             aq.Message_typ;

BEGIN
message := Message_typ(’DELAYED’,
’This message is delayed one week.’);
message_properties.delay := 7*24*60*60;
message_properties.expiration := 2*7*24*60*60;

dbms_aq.enqueue(queue_name => ’msg_queue’,
enqueue_options      => enqueue_options,
message_properties   => message_properties,
payload            => message,
msgid              => message_handle);

      COMMIT;
END;

Pro*C/C++を使を使を使を使用用用用したしたしたした、、、、「「「「相相相相関」お関」お関」お関」およよよよび「メび「メび「メび「メッッッッセーセーセーセージジジジ ID」によ」によ」によ」によるるるるメッセメッセメッセメッセーーーージジジジ
のエのエのエのエンンンンキューキューキューキューおおおおよびデよびデよびデよびデキキキキューューューュー

#include  <stdio.h>
#include  <string.h>
#include  <sqlca.h>
#include  <sql2oci.h>
/* The header file generated by processing
object type ’aq.Message_typ’: */
#include  "pceg.h"

void sql_error(msg)
char *msg;
{
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

$ cat >> message.typ
case=lower
type aq.message_typ
$ 
$ ott userid=aq/aq intyp=message.typ outtyp=message_o.typ ¥code=c 
hfile=demo.h
$
$ proc intyp=message_o.typ iname=<program name> ¥
config=<config file> SQLCHECK=SEMANTICS userid=aq/aq
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 printf("%s¥n", msg);
printf("¥n% .800s ¥n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
exit(1);
}

main()
{
OCIEnv            *oeh;  /* OCI Env Handle */
OCIError          *err;  /* OCI Error Handle */
Message_typ      *message = (Message_typ*)0;  /* queue  payload */
OCIRaw            *msgid = (OCIRaw*)0;  /* message id */
ub1               msgmem[16]="";  /* memory for msgid */
char              user[60]="aq/AQ";  /* user login password */
char              subject[30];   /* components of */
char              txt[80];  /* Message_typ */
char              correlation1[30];   /* message correlation  */
char              correlation2[30];
int               status;   /* code returned by the OCI calls */
                                                     
/* Dequeue by correlation and msgid */

/* Connect to the database: */
EXEC SQL CONNECT :user;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sql_error("Oracle Error :");

/* Allocate space in the object cache for the host variable: */
EXEC SQL ALLOCATE :message;

/* Get the OCI Env handle: */
if (SQLEnvGet(SQL_SINGLE_RCTX, &oeh) != OCI_SUCCESS)
{
 printf(" error in SQLEnvGet ¥n");
 exit(1);
} 
/* Get the OCI Error handle: */
if (status = OCIHandleAlloc((dvoid *)oeh, (dvoid **)&err,
(ub4)OCI_HTYPE_ERROR, (ub4)0, (dvoid **)0))
{
printf(" error in OCIHandleAlloc %d ¥n", status);
exit(1);
}

/* Assign memory for msgid:
Memory needs to be allocated explicitly to OCIRaw*: */
if (status=OCIRawAssignBytes(oeh, err, msgmem, 16, &msgid))
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{
printf(" error in  OCIRawAssignBytes  %d ¥n", status);
exit(1);
}

/* First enqueue */

strcpy(correlation1, "1st message");
strcpy(subject, "NORMAL ENQUEUE1");
strcpy(txt, "The Enqueue was done through PLSQL embedded in PROC");
 
/* Initialize the components of message: */
EXEC SQL OJECT SET subject, text OF :message TO :subject, :txt;

/* Embedded PLSQL call to the AQ enqueue procedure: */
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties   dbms_aq.message_properties_t;
enqueue_options      dbms_aq.enqueue_options_t;
BEGIN
/* Bind the host variable ’correlation1’: to message correlation*/
message_properties.correlation := :correlation1;

/* Bind the host variable ’message’ to payload and
 return message id into host variable ’msgid’: */
dbms_aq.enqueue(queue_name => ’msg_queue’,
message_properties => message_properties,
enqueue_options => enqueue_options,
payload => :message,
msgid => :msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work: */
EXEC SQL COMMIT;

printf("Enqueued Message ¥n");
printf("Subject  :%s¥n",subject);
printf("Text     :%s¥n",txt);
  
/* Second enqueue */

strcpy(correlation2, "2nd message");
strcpy(subject, "NORMAL ENQUEUE2");
strcpy(txt, "The Enqueue was done through PLSQL embedded in PROC");

/* Initialize the components of message: */
EXEC SQL OBJECT SET subject, text OF :messsage TO :subject,:txt;
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/* Embedded PLSQL call to the AQ enqueue procedure: */ 
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties   dbms_aq.message_properties_t;
enqueue_options      dbms_aq.enqueue_options_t;
msgid                RAW(16);
BEGIN
/* Bind the host variable ’correlation2’:  to message correlaiton */ 
message_properties.correlation := :correlation2;

/* Bind the host variable ’message’: to payload */
dbms_aq.enqueue(queue_name => ’msg_queue’,
message_properties => message_properties,
enqueue_options => enqueue_options,
payload => :message,
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work: */
EXEC SQL COMMIT;
printf("Enqueued Message ¥n");
printf("Subject  :%s¥n",subject);
printf("Text     :%s¥n",txt);

/* First dequeue - by  correlation */
 
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
msgid               RAW(16);
BEGIN
/* Dequeue by  correlation in host variable ’correlation2’: */  
dequeue_options.correlation := :correlation2;

/* Return the payload into host variable ’message’: */
dbms_aq.dequeue(queue_name => ’msg_queue’,
message_properties => message_properties,
dequeue_options => dequeue_options,
payload => :message,
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work : */
EXEC SQL COMMIT;
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/* Extract the values of the components of message: */
EXEC SQL OBJECT GET subject, text FROM :message INTO :subject,:txt;

printf("Dequeued Message ¥n");
printf("Subject  :%s¥n",subject);
printf("Text     :%s¥n",txt);

/* SECOND DEQUEUE - by MSGID  */
                                
EXEC SQL EXECUTE
DECLARE
message_properties  dbms_aq.message_properties_t;
dequeue_options     dbms_aq.dequeue_options_t;
msgid               RAW(16);
BEGIN
/* Dequeue by msgid in host variable ’msgid’: */
dequeue_options.msgid := :msgid;

/* Return the payload into host variable ’message’:  */
dbms_aq.dequeue(queue_name => ’msg_queue’,
message_properties => message_properties,
dequeue_options => dequeue_options,
payload => :message,
msgid => msgid);
END;
END-EXEC;
/* Commit work: */
EXEC SQL COMMIT;
}

OCIを使を使を使を使用用用用したしたしたした、、、、「「「「相相相相関」お関」お関」お関」およよよよび「メび「メび「メび「メッッッッセーセーセーセージジジジ ID」によ」によ」によ」によるるるるメッセメッセメッセメッセーーーージのエジのエジのエジのエンンンン
キュキュキュキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;
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struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

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

  /* Obtain TDO of message_typ */
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  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYP", strlen("MESSAGE_TYP"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

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

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

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

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた、複数、複数、複数、複数ココココンシュンシュンシュンシューーーーマ・キマ・キマ・キマ・キュュュューでのーでのーでのーでのメメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエン
キュキュキュキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー

/* Create subscriber list: */
DECLARE
   subscriber aq$_agent;

   /* Add subscribers RED and GREEN to the suscriber list: */
BEGIN
   subscriber := aq$_agent(’RED’, NULL, NULL);
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
   subscriber => subscriber);

   subscriber := aq$_agent(’GREEN’, NULL, NULL);
   DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
   subscriber => subscriber);
END;
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DECLARE
   enqueue_options     DBMS_AQ.enqueue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   recipients          DBMS_AQ.aq$_recipient_list_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

   /* Enqueue MESSAGE 1 for subscribers to the queue
   i.e. for RED and GREEN: */
BEGIN
   message := message_typ(’MESSAGE 1’,
   ’This message is queued for queue subscribers.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
   enqueue_options    => enqueue_options,
   message_properties => message_properties,
   payload            => message,
   msgid              => message_handle);

   /* Enqueue MESSAGE 2 for specified recipients i.e. for RED and BLUE.*/
   message := message_typ(’MESSAGE 2’,
   ’This message is queued for two recipients.’);
   recipients(1) := aq$_agent(’RED’, NULL, NULL);
   recipients(2) := aq$_agent(’BLUE’, NULL, NULL);
   message_properties.recipient_list := recipients;

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   COMMIT;
END;

REDはキューのサブスクライバであると同時に、MESSAGE 2の指定された受信者であるこ
とに注意してください。それと対照的に GREENは、受信者が指定されていないキュー内の
メッセージ（この場合 MESSAGE）に対するサブスクライバでしかありません。BLUEは、
キューのサブスクライバではありませんが、MESSAGE 2の宛先に指定されています。

/* Dequeue messages from msg_queue_multiple: */
DECLARE
   dequeue_options     DBMS_AQ.dequeue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;
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   no_messages         exception;
   pragma exception_init (no_messages, -25228);

BEGIN

   dequeue_options.wait := DBMS_AQ.NO_WAIT;
   BEGIN
   /* Consumer BLUE will get MESSAGE 2: */
   dequeue_options.consumer_name := ’BLUE’;
   dequeue_options.navigation := FIRST_MESSAGE;

   LOOP

   DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name   => ’msg_queue_multiple’,
             dequeue_options    => dequeue_options,
             message_properties => message_properties,
             payload            => message,
             msgid              => message_handle);

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
            ’ ... ’ || message.text );
      dequeue_options.navigation := NEXT_MESSAGE;

   END LOOP;
   EXCEPTION
   WHEN no_messages THEN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’No more messages for BLUE’);
   COMMIT;
END;

BEGIN
/* Consumer RED will get MESSAGE 1 and MESSAGE 2: */
   dequeue_options.consumer_name := ’RED’;
   dequeue_options.navigation := FIRST_MESSAGE;
   LOOP
      DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name   => ’msg_queue_multiple’,
                dequeue_options    => dequeue_options,
                message_properties => message_properties,
                payload            => message,
                msgid              => message_handle);

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
                                         ’ ... ’ || message.text );
      dequeue_options.navigation := NEXT_MESSAGE;
   END LOOP;
   EXCEPTION
   WHEN no_messages THEN
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      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’No more messages for RED’);
   COMMIT;
END;

BEGIN
   /* Consumer GREEN will get MESSAGE 1: */
   dequeue_options.consumer_name := ’GREEN’;
   dequeue_options.navigation := FIRST_MESSAGE;
   LOOP
      DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name   => ’msg_queue_multiple’,
                dequeue_options    => dequeue_options,
                message_properties => message_properties,
                payload            => message,
                msgid              => message_handle);

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
          ’ ... ’ || message.text );
      dequeue_options.navigation := NEXT_MESSAGE;
   END LOOP;
   EXCEPTION
   WHEN no_messages THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’No more messages for GREEN’);
   COMMIT;
END;

OCIを使を使を使を使用用用用した、した、した、した、複複複複数コン数コン数コン数コンシシシシューマューマューマューマ・・・・キューキューキューキューででででのメッのメッのメッのメッセセセセージのージのージのージのエエエエンキュンキュンキュンキューーーー
およおよおよおよびびびびデキュデキュデキュデキューーーー

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

CONNECT aqadm/aqadm
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
   queue_table        => ’aq.qtable_multi’,
   multiple_consumers => true,
   queue_payload_type => ’aq.message_typ’);
EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE(’aq.msg_queue_multiple’);
CONNECT aq/aq
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struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

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

int main()
{
  OCIEnv                *envhp;
  OCIServer             *srvhp;
  OCIError              *errhp;
  OCISvcCtx             *svchp;
  dvoid                 *tmp;
  OCIType               *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message               msg;
  null_message          nmsg;
  message               *mesg = &msg;
  null_message          *nmesg = &nmsg;
  message               *deqmesg = (message *)0;
  null_message          *ndeqmesg = (null_message *)0;
  OCIAQMsgProperties    *msgprop = (OCIAQMsgProperties *)0;
  OCIAQAgent            *agents[2];
  OCIAQDeqOptions       *deqopt = (OCIAQDeqOptions *)0;
  ub4                   wait = OCI_DEQ_NO_WAIT;
  ub4                   navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  

  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
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  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
             (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* Obtain TDO of message_typ */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
               (CONST text *)"MESSAGE_TYP", strlen("MESSAGE_TYP"), 
               (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  /* Set navigation to FIRST_MESSAGE so that the dequeue resets the position */
  /* after a new consumer_name is set in the dequeue options           */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&navigation, 0,
             OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp);
  
  /* Dequeue from the msg_queue_multiple as consumer BLUE */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"BLUE", strlen("BLUE"), 
             OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);

  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0)
                  == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s¥n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s¥n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* Dequeue from the msg_queue_multiple as consumer RED */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"RED", strlen("RED"), 
        OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
Oracleアドバンスト・キューイングの例 8-39



AQの例の設定
    mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0)
    == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s¥n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s¥n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

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

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた、メッ、メッ、メッ、メッセセセセージのージのージのージのググググループループループループ化化化化によるによるによるによるメメメメッセーッセーッセーッセージジジジのエンのエンのエンのエン
キュキュキュキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー

CONNECT aq/aq

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE (
   queue_table          => ’aq.msggroup’,
   queue_payload_type   => ’aq.message_typ’,
   message_grouping     => DBMS_AQADM.TRANSACTIONAL);

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE(
   queue_name      => ’msggroup_queue’,
   queue_table     => ’aq.msggroup’);

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE(
   queue_name => ’msggroup_queue’);

/* Enqueue three messages in each transaction */
DECLARE
   enqueue_options     DBMS_AQ.enqueue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;
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BEGIN

  /* Loop through three times, committing after every iteration */
  FOR txnno in 1..3 LOOP

    /* Loop through three times, enqueuing each iteration */
    FOR mesgno in 1..3 LOOP
      message := message_typ(’GROUP#’ || txnno,
               ’Message#’ || mesgno ||  ’ in group’ || txnno);

      DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name         => ’msggroup_queue’,
                  enqueue_options        => enqueue_options,       
                  message_properties     => message_properties,     
                  payload                => message,               
                  msgid                  => message_handle);
    END LOOP;
    /* Commit the transaction */
    COMMIT;
  END LOOP;
END;

/* Now dequeue the messages as groups */
DECLARE
   dequeue_options     DBMS_AQ.dequeue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

   no_messages   exception;
   end_of_group  exception;

   PRAGMA EXCEPTION_INIT (no_messages, -25228);
   PRAGMA EXCEPTION_INIT (end_of_group, -25235);

BEGIN
   dequeue_options.wait       := DBMS_AQ.NO_WAIT;
   dequeue_options.navigation := DBMS_AQ.FIRST_MESSAGE;

   LOOP
      BEGIN
      DBMS_AQ.DEQUEUE(queue_name   => ’msggroup_queue’,
                dequeue_options    => dequeue_options,
                message_properties => message_properties,
                payload            => message,
                msgid              => message_handle);

     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Message: ’ || message.subject ||
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           ’ ... ’ || message.text );

     dequeue_options.navigation := DBMS_AQ.NEXT_MESSAGE;

     EXCEPTION
       WHEN end_of_group THEN
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Finished processing a group of messages’);
         COMMIT;
         dequeue_options.navigation := DBMS_AQ.NEXT_TRANSACTION;
     END;
   END LOOP;
   EXCEPTION
     WHEN no_messages THEN
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’No more messages’);
END;

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた、、、、LOB属属属属性性性性を含むを含むを含むを含むオオオオブジェブジェブジェブジェククククト型メト型メト型メト型メッッッッセージセージセージセージののののエンエンエンエン
キュキュキュキューーーーおよびおよびおよびおよびデデデデキューキューキューキュー

/* Create the message payload object type with one or more LOB attributes. On
   enqueue, set the LOB attribute to EMPTY_BLOB. After the enqueue completes,
   before you commit your transaction. Select the LOB attribute from the
   user_data column of the queue table or queue table view. You can now
   use the LOB interfaces (which are available through both OCI and PL/SQL) to
   write the LOB data to the queue.  On dequeue, the message payload
   will contain the LOB locator. You can use this LOB locator after
   the dequeue, but before you commit your transaction, to read the LOB data.
 */
/* Setup the accounts: */
 
connect system/manager
 
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm;
GRANT aq_administrator_role TO aqadm;
 
CREATE USER aq IDENTIFIED BY aq;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aq;
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ TO aq;
CREATE TYPE aq.message AS OBJECT(id      NUMBER,
                                 subject VARCHAR2(100),
                                 data    BLOB,
                                 trailer NUMBER);
CREATE TABLESPACE aq_tbs DATAFILE ’aq.dbs’ SIZE 2M REUSE;
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/* create the queue table, queues and start the queue: */
 
CONNECT aqadm/aqadm
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
   queue_table        => ’aq.qt1’,
   queue_payload_type => ’aq.message’);
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE(
   queue_name  => ’aq.queue1’,
   queue_table =>  ’aq.qt1’);
EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE(queue_name => ’aq.queue1’);
 
/* End set up: */
 
/* Enqueue of Large data types: */
 
CONNECT aq/aq
CREATE OR REPLACE PROCEDURE blobenqueue(msgno IN NUMBER) AS
enq_userdata aq.message;
enq_msgid    RAW(16);
enqopt       DBMS_AQ.enqueue_options_t;
msgprop      DBMS_AQ.message_properties_t;
lob_loc      BLOB;
buffer       RAW(4096);
 
BEGIN
 
   buffer := HEXTORAW(RPAD(’FF’, 4096, ’FF’));
   enq_userdata := aq.message(msgno, ’Large Lob data’, EMPTY_BLOB(), msgno);
   DBMS_AQ.ENQUEUE(’aq.queue1’, enqopt, msgprop, enq_userdata, enq_msgid);
 
   --select the lob locator for the queue table
   SELECT t.user_data.data INTO lob_loc
      FROM qt1 t
      WHERE t.msgid = enq_msgid;
 
   DBMS_LOB.WRITE(lob_loc, 2000, 1, buffer );
   COMMIT;
END;
 
/* Dequeue lob data: */
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE blobdequeue AS
   dequeue_options    DBMS_AQ.dequeue_options_t;
   message_properties DBMS_AQ.message_properties_t;
   mid                RAW(16);
   pload              aq.message;
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   lob_loc            BLOB;
   amount             BINARY_INTEGER;
   buffer             RAW(4096);
 
BEGIN
   DBMS_AQ.DEQUEUE(’aq.queue1’, dequeue_options, message_properties,
                   pload, mid);
   lob_loc := pload.data;
    
   -- read the lob data info buffer
   amount := 2000;
   DBMS_LOB.READ(lob_loc, amount, 1, buffer);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(’Amount of data read: ’||amount);
   COMMIT;
END;
 
/* Do the enqueues and dequeues: */
 
SET SERVEROUTPUT ON
 
BEGIN
   FOR i IN 1..5 LOOP
      blobenqueue(i);
   END LOOP;
END;
 
BEGIN
   FOR i IN 1..5 LOOP
     blobdequeue();
   END LOOP;
END;
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伝播
伝伝伝伝播播播播

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた、リモ、リモ、リモ、リモーーーートのサトのサトのサトのサブブブブスクラスクラスクラスクライイイイババババ /受信受信受信受信者者者者用のメ用のメ用のメ用のメッッッッセージセージセージセージのののの
複数複数複数複数ココココンシュンシュンシュンシューーーーマ・キマ・キマ・キマ・キュュュューへのーへのーへのーへのエエエエンキュンキュンキュンキューーーーおよびおよびおよびおよび伝伝伝伝播スケ播スケ播スケ播スケジジジジュールュールュールュールのののの作成作成作成作成

/* Create subscriber list: */
DECLARE
   subscriber aq$_agent;

   /* Add subscribers RED and GREEN with different addresses  to the suscriber 
   list: */
BEGIN
   BEGIN
      /* Add subscriber RED that will dequeue messages from another_msg_queue
      queue in the same datatbase */
      subscriber := aq$_agent(’RED’, ’another_msg_queue’, NULL);
      DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
      subscriber => subscriber);

      /* Schedule propagation from msg_queue_multiple to other queues in the
      same
      database: */
      DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(queue_name => ’msg_queue_multiple’);

      /* Add subscriber GREEN that will dequeue messages from the msg_queue
      queue
      in another database reached by the database link another_db.world */
      subscriber := aq$_agent(’GREEN’, ’msg_queue@another_db.world’, NULL);
      DBMS_AQADM.ADD_SUBSCRIBER(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
      subscriber => subscriber);

      /* Schedule propagation from msg_queue_multiple to other queues in the
      database "another_database": */
   END;
   BEGIN
      DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
      destination  => ’another_db.world’);
   END;
END;

DECLARE

注注注注意意意意 : キューやキュー表を作成したり、キューを開始または使用可能に
しないと、機能しない例もあります。
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   enqueue_options     DBMS_AQ.enqueue_options_t;
   message_properties  DBMS_AQ.message_properties_t;
   recipients          DBMS_AQ.aq$_recipient_list_t;
   message_handle      RAW(16);
   message             aq.message_typ;

/* Enqueue MESSAGE 1 for subscribers to the queue
i.e. for RED at address another_msg_queue and GREEN at address msg_queue@another_
db.world: */
BEGIN
   message := message_typ(’MESSAGE 1’,
   ’This message is queued for queue subscribers.’);

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   /* Enqueue MESSAGE 2 for specified recipients i.e. for RED at address
   another_msg_queue and BLUE.*/
   message := message_typ(’MESSAGE 2’,
   ’This message is queued for two recipients.’); 
   recipients(1) := aq$_agent(’RED’, ’another_msg_queue’, NULL);
   recipients(2) := aq$_agent(’BLUE’, NULL, NULL);
   message_properties.recipient_list := recipients;

   DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name => ’msg_queue_multiple’,
           enqueue_options    => enqueue_options,
           message_properties => message_properties,
           payload            => message,
           msgid              => message_handle);

   COMMIT;
END;

注注注注意意意意 : アドレス another_msg_queue の REDはキューのサブスクライ
バであると同時に、MESSAGE 2の指定された受信者です。それと対照的
にアドレス msg_queue@another_db.world の GREENは、受信者が指
定されていないキュー内のメッセージ（この場合 MESSAGE 1）に対する
サブスクライバでしかありません。BLUEは、キューのサブスクライバで
はありませんが、MESSAGE 2の宛先に指定されています。
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伝播
PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用してててて、同一、同一、同一、同一デデデデータベータベータベータベーーーース内ス内ス内ス内のののの 1つつつつののののキューキューキューキューかかかから他のら他のら他のら他のキキキキューへューへューへューへ
の伝の伝の伝の伝播播播播を管理を管理を管理を管理すすすするるるる

/* Schedule propagation from queue q1def to other queues in the same database */
EXECUTE DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(queue_name => ’q1def’);
  
/* Disable propagation from queue q1def to other queues in the same
database */
EXECUTE DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name => ’q1def’);
 
/* Alter schedule from queue q1def to other queues in the same database */
EXECUTE DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name => ’q1def’,
   duration   => ’2000’,
   next_time  => ’SYSDATE + 3600/86400’,
   latency    => ’32’);
 
/* Enable propagation from queue q1def to other queues in the same database */
EXECUTE DBMS_AQADM.ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name => ’q1def’);

/* Unschedule propagation from queue q1def to other queues in the same database*/
EXECUTE DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name => ’q1def’);
 

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用してててて、、、、1つのキつのキつのキつのキュュュューからーからーからーから他他他他のデーのデーのデーのデータタタタベースベースベースベース内内内内の他のの他のの他のの他のキキキキューへューへューへューへ
の伝の伝の伝の伝播播播播を管理を管理を管理を管理すすすするるるる

/* Schedule propagation from queue q1def to other queues in another  databasereached 
by the database link another_db.world  */
EXECUTE DBMS_AQADM.SCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name   => ’q1def’,
   destination  => ’another_db.world’);
  
/* Disable propagation from queue q1def to other queues in another databasereached 
by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.DISABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name  => ’q1def’,
   destination => ’another_db.world’);
 
/* Alter schedule from queue q1def to other queues in another database  reachedby 
the database link another_db.world  */
EXECUTE DBMS_AQADM.ALTER_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name  => ’q1def’,
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   destination => ’another_db.world’,
   duration    => ’2000’,
   next_time   => ’SYSDATE +  3600/86400’,
   latency     => ’32’);
 
/* Enable propagation from queue q1def to other queues in another  databasereached 
by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.ENABLE_PROPAGATION_SCHEDULE(
   queue_name  => ’q1def’,
   destination => ’another_db.world’);
 
/* Unschedule propagation from queue q1def to other queues in another  
databasereached by the database link another_db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name  => ’q1def’,
   destination => ’another_db.world’);

PL/SQLをををを使用し使用し使用し使用したたたた伝播ス伝播ス伝播ス伝播スケケケケジュージュージュージュールルルルの解除の解除の解除の解除
/* Unschedule propagation from msg_queue_multiple to the destination another_
db.world */
EXECUTE DBMS_AQADM.UNSCHEDULE_PROPAGATION(
   queue_name => ’msg_queue_multiple’,
   destination => ’another_db.world’);

伝伝伝伝播播播播のののの変変変変更更更更、、、、伝伝伝伝播播播播のののの使使使使用用用用可可可可能能能能化化化化おおおおよよよよびびびび伝伝伝伝播播播播のののの使使使使用用用用禁禁禁禁止止止止化化化化のののの例例例例はははは、、、、次次次次をををを参参参参照照照照
ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

■ 4-62ページの「例 : PL/SQL（DBMS_AQADM）を使用して伝播スケ
ジュールを変更する」

■ 4-64ページの「例 : PL/SQL（DBMS_AQADM）を使用して伝播スケ
ジュールを使用可能にする」

■ 4-66ページの「例 : PL/SQL（DBMS_AQADM）を使用して伝播スケ
ジュールを使用禁止にする」
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AQ オブジェクトを削除する
AQオオオオブブブブジェジェジェジェククククトをトをトをトを削削削削除す除す除す除するるるる

/* Cleans up all objects related to the object type: */
CONNECT aq/aq

EXECUTE DBMS_AQADM.STOP_QUEUE (
   queue_name => ’msg_queue’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE (
   queue_name => ’msg_queue’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE (
   queue_table => ’aq.objmsgs80_qtab’);

/* Cleans up all objects related to the RAW type: */
EXECUTE DBMS_AQADM.STOP_QUEUE (
   queue_name      => ’raw_msg_queue’);
  
EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE (
   queue_name      => ’raw_msg_queue’);
  
EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE (
   queue_table => ’aq.RawMsgs_qtab’);

/* Cleans up all objects related to the priority queue: */
EXECUTE DBMS_AQADM.STOP_QUEUE (
   queue_name     => ’priority_msg_queue’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE (
   queue_name     => ’priority_msg_queue’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE (
   queue_table   => ’aq.priority_msg’);

/* Cleans up all objects related to the multiple-consumer queue: */
EXECUTE DBMS_AQADM.STOP_QUEUE (
   queue_name  => ’msg_queue_multiple’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE (
   queue_name  => ’msg_queue_multiple’);

EXECUTE DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE (

注注注注意意意意 : キューやキュー表を作成したり、キューを開始、停止または使用
可能にしないと、機能しない例もあります。
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ロールおよび権限を取り消す
   queue_table => ’aq.MultiConsumerMsgs_qtab’);

DROP TYPE aq.message_typ;

ロロロロールールールールおおおおよびよびよびよび権権権権限を限を限を限を取取取取り消り消り消り消すすすす
CONNECT sys/change_on_install
DROP USER aq;

XAでででで AQをををを実行実行実行実行すすすするるるる

/* 
 * The program uses the XA interface to enqueue 100 messages and then
 * dequeue them.
 * Login: aq/aq
 * Requires: AQ_USER_ROLE to be granted to aq
 *        a RAW queue called "aqsqueue" to be created in aqs schema
 *        (above steps can be performed by running aqaq.sql)
 * Message Format: Msgno: [0-1000] HELLO, WORLD!
 * Author: schandra@us.oracle.com
 */

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

CONNECT system/manager;
DROP USER aqadm CASCADE;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aqadm;
CREATE USER aqadm IDENTIFIED BY aqadm;
GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM TO aqadm;
GRANT Aq_administrator_role TO aqadm;
DROP USER aq CASCADE;
CREATE USER aq IDENTIFIED BY aq;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO aq;
GRANT EXECUTE ON dbms_aq TO aq;
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
   queue_table => 'aq.qtable',
   queue_payload_type => 'RAW');

EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE(
   queue_name => 'aq.aqsqueue', 
   queue_table => 'aq.qtable');

EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE(queue_name =>'aq.aqsqueue');
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XAで AQを実行する
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

#include <xa.h>

/* XA open string */
char xaoinfo[] =  "oracle_xa+ACC=P/AQ/AQ+SESTM=30+Objects=T"; 

/* template for generating XA XIDs */
XID  xidtempl = { 0x1e0a0a1e, 12, 8, "GTRID001BQual001" };

/* Pointer to Oracle XA function table */
extern struct xa_switch_t xaosw;                         /* Oracle XA switch */
static struct xa_switch_t *xafunc = &xaosw;

/* dummy stubs for ax_reg and ax_unreg */
int ax_reg(rmid, xid, flags)
int  rmid;
XID *xid;
long flags;
{
  xid->formatID = -1;
  return 0;
}
 
int ax_unreg(rmid, flags)
int     rmid;
long    flags;
{
  return 0;
}

/* generate an XID */
void xidgen(xid, serialno)
XID *xid;
int  serialno;
{ 
  char seq [11];
 
  sprintf(seq, "%d", serialno);
  memcpy((void *)xid, (void *)&xidtempl, sizeof(XID));
  strncpy((&xid->data[5]), seq, 3);
} 

/* check if XA operation succeeded */
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XAで AQを実行する
#define checkXAerr(action, funcname)    ¥
    if ((action) != XA_OK)        ¥
    {                  ¥
      printf("%s failed!¥n", funcname);   ¥
      exit(-1);            ¥
    } else

/* check if OCI operation succeeded */
static void checkOCIerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword      status;
{
  text errbuf[512];
  ub4 buflen;
  sb4 errcode;

  if (status == OCI_SUCCESS) return;

  if (status == OCI_ERROR)
  {
    OCIErrorGet((dvoid *) errhp, 1, (text *)0, &errcode, errbuf,
      (ub4)sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s¥n", errbuf);
  }
  else
    printf("Error - %d¥n", status);
  exit (-1);
}

void main(argc, argv)
int    argc;
char **argv;
{ 
  int         msgno = 0;              /* message being enqueued */
  OCIEnv       *envhp;                /* OCI environment handle */
  OCIError     *errhp;               /* OCI Error handle */
  OCISvcCtx    *svchp;               /* OCI Service handle */
  char      message[128];             /* message buffer */
  ub4      mesglen;                  /* length of message */
  OCIRaw       *rawmesg = (OCIRaw *)0;        /* message in OCI RAW format */
  OCIInd      ind = 0;                        /* OCI null indicator */
  dvoid          *indptr = (dvoid *)&ind;     /* null indicator pointer */
  OCIType      *mesg_tdo = (OCIType *) 0;     /* TDO for RAW datatype */
  XID      xid;                  /* XA's global transaction id */
  ub4      i;                   /* array index */
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  checkXAerr(xafunc->xa_open_entry(xaoinfo, 1, TMNOFLAGS), "xaoopen");

  svchp = xaoSvcCtx((text *)0);       /* get service handle from XA */
  envhp = xaoEnv((text *)0);          /* get enviornment handle from XA */

  if (!svchp || !envhp)
  {
    printf("Unable to obtain OCI Handles from XA!¥n");
    exit (-1);
  }

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&errhp,
       OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **)0);  /* allocate error handle */

  /* enqueue 1000 messages, 1 message per XA transaction */
  for (msgno = 0; msgno < 1000; msgno++)
  {
    sprintf((const char *)message, "Msgno: %d, Hello, World!", msgno);
    mesglen = (ub4)strlen((const char *)message);
    xidgen(&xid, msgno);                  /* generate an XA xid */

    checkXAerr(xafunc->xa_start_entry(&xid, 1, TMNOFLAGS), "xaostart");

    checkOCIerr(errhp, OCIRawAssignBytes(envhp, errhp, (ub1 *)message, mesglen,
                &rawmesg));

    if (!mesg_tdo)          /* get Type descriptor (TDO) for RAW type */
      checkOCIerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp,
                      (CONST text *)"AQADM", strlen("AQADM"),
                       (CONST text *)"RAW", strlen("RAW"), 
                   (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION,
                   OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo));

    checkOCIerr(errhp, OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"aqsqueue",
               0, 0, mesg_tdo, (dvoid **)&rawmesg, &indptr,
            0, 0));

    checkXAerr(xafunc->xa_end_entry(&xid, 1, TMSUCCESS), "xaoend");
    checkXAerr(xafunc->xa_commit_entry(&xid, 1, TMONEPHASE), "xaocommit");
    printf("%s Enqueued¥n", message);
  }

  /* dequeue 1000 messages within one XA transaction */
  xidgen(&xid, msgno);                           /* generate an XA xid */
  checkXAerr(xafunc->xa_start_entry(&xid, 1, TMNOFLAGS), "xaostart");
  for (msgno = 0; msgno < 1000; msgno++)
  {
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    checkOCIerr(errhp, OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"aqsqueue", 
             0, 0, mesg_tdo, (dvoid **)&rawmesg, &indptr,
            0, 0));
    if (ind)
      printf("Null Raw Message");
    else
      for (i = 0; i < OCIRawSize(envhp, rawmesg); i++)
    printf("%c", *(OCIRawPtr(envhp, rawmesg) + i));
     printf("¥n");

  }    
  checkXAerr(xafunc->xa_end_entry(&xid, 1, TMSUCCESS), "xaoend");
  checkXAerr(xafunc->xa_commit_entry(&xid, 1, TMONEPHASE), "xaocommit");
} 
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AQとメモリーの使用
AQととととメメメメモリモリモリモリーーーーの使の使の使の使用用用用

Create_types.sql : ペイロペイロペイロペイローーーードの型ドの型ドの型ドの型ととととキューキューキューキューをををを Scottのスのスのスのスキキキキーマにーマにーマにーマに作作作作成す成す成す成するるるる

OCIを使を使を使を使用用用用してメしてメしてメしてメッッッッセージセージセージセージををををエンキエンキエンキエンキュュュューするーするーするーする（（（（各コー各コー各コー各コールルルルの後にの後にの後にの後にメメメメモリーモリーモリーモリーをををを
解放解放解放解放すすすするるるる））））

このプログラム enqnoreuse.c は、前述の create_types.sql を介して scott のスキー
マに作成されたキュー「msgqueue」からテキストの各行をデキューします。メッセージは、
enqnoreuse.c または enqreuse.c を使用してエンキューされます（次を参照）。メッ
セージがない場合は、60秒待機してからタイムアウトします。このプログラムでは、デ
キュー・サブルーチンはクライアント側のオブジェクトのメモリーを再使用しません。必要
なメモリーをデキューの前に割り当て、デキューの完了後にそのメモリーを解放します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

#include <stdio.h>

static void checkerr(OCIError *errhp, sword status);
static void deqmesg(text *buf, ub4 *buflen);

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
OCISvcCtx    *svchp;

struct message
{
  OCINumber    id;
  OCIString   *data;

注注注注意意意意 : 次のようなデータ構造を設定しないと機能しない例もあります。

/* Create_types.sql */
CONNECT system/manager
GRANT AQ_ADMINISTRATOR_ROLE, AQ_USER_ROLE TO scott;
CONNECT scott/tiger
CREATE TYPE MESSAGE AS OBJECT (id NUMBER, data VARCHAR2(80));
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
   queue_table        => 'qt',
   queue_payload_type => 'message');
EXECUTE DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE('msgqueue', 'qt');
EXECUTE DBMS_AQADM.START_QUEUE('msgqueue');
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};
typedef struct message message;

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

static void deqmesg(buf, buflen)
text  *buf;
ub4   *buflen;
{
  OCIType         *mesgtdo = (OCIType *)0;    /* type descr of SCOTT.MESSAGE */
  message         *mesg    = (dvoid *)0;      /* instance of SCOTT.MESSAGE */
  null_message    *mesgind = (dvoid *)0;      /* null indicator */
  OCIAQDeqOptions *deqopt  = (OCIAQDeqOptions *)0;
  ub4              wait    = 60;             /* timeout after 60 seconds */
  ub4              navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG;/* always get head of q */

 
  /* Get the type descriptor object for the type SCOTT.MESSAGE: */
  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp,
           (CONST text *)"SCOTT", strlen("SCOTT"),
           (CONST text *)"MESSAGE", strlen("MESSAGE"), 
           (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION,
           OCI_TYPEGET_ALL, &mesgtdo));

  /* Allocate an instance of SCOTT.MESSAGE, and get its null indicator: */
  checkerr(errhp, OCIObjectNew(envhp, errhp, svchp, OCI_TYPECODE_OBJECT,
           mesgtdo, (dvoid *)0, OCI_DURATION_SESSION,
           TRUE, (dvoid **)&mesg));
  checkerr(errhp, OCIObjectGetInd(envhp, errhp, (dvoid *)mesg,
           (dvoid **)&mesgind));

  /* Allocate a descriptor for dequeue options and set wait time, navigation: */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt,
           OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, (dvoid **)0));
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&wait, 0, OCI_ATTR_WAIT, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&navigation, 0,
           OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp));

  /* Dequeue the message and commit: */
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  checkerr(errhp, OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msgqueue", 
           deqopt, 0, mesgtdo, (dvoid **)&mesg,
           (dvoid **)&mesgind, 0, 0));

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

  /* Copy the message payload text into the user buffer: */
  if (mesgind->null_data)
    *buflen = 0;
  else
    memcpy((dvoid *)buf, (dvoid *)OCIStringPtr(envhp, mesg->data), 
           (size_t)(*buflen = OCIStringSize(envhp, mesg->data)));

  /* Free the dequeue options descriptor: */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorFree((dvoid *)deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS));

  /* Free the memory for the objects: */
  Checkerr(errhp, OCIObjectFree(envhp, errhp, (dvoid *)mesg,
           OCI_OBJECTFREE_FORCE));
}                           /* end deqmesg */

void main()
{
  OCIServer     *srvhp;
  OCISession    *usrhp;
  dvoid         *tmp;
  text           buf[80];                 /* payload text */
  ub4            buflen;

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
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  /* Set attribute server context in the service context: */
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
             (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* Allocate a user context handle: */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
      
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
           OCI_DEFAULT));
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
             (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  do {
    deqmesg(buf, &buflen);
     printf("%.*s¥n", buflen, buf);
  } while(1);
}                          /* end main */

static void checkerr(errhp, status)
OCIError  *errhp;
sword      status;
{
  text errbuf[512];
  ub4  buflen;
  sb4 errcode;

  if (status == OCI_SUCCESS) return;

  switch (status)
  {
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                 errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s¥n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
    break;
  default:
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    printf("Error - %d¥n", status);
    break;
  }
  exit(-1);
}                          /* end checkerr */

OCIを使を使を使を使用用用用してメしてメしてメしてメッッッッセージセージセージセージををををエンキエンキエンキエンキュュュューするーするーするーする（（（（メモリメモリメモリメモリーーーーを再使を再使を再使を再使用用用用するするするする））））
このプログラム enqreuse.c は、create_types.sql を実行して scott のスキーマに作
成されたキュー「msgqueue」に、テキストの各行をエンキューします。ユーザーが入力す
るテキストの各行は、ユーザーが EOFを入力するまでキューの中に格納されます。このプロ
グラムでは、エンキュー・サブルーチンは AQメッセージ・プロパティ記述子のみでなく
メッセージ・ペイロード用のメモリーも再使用します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

#include <stdio.h>

static void checkerr(OCIError *errhp, sword status);
static void enqmesg(ub4 msgno, text *buf);

struct message
{
  OCINumber     id;
  OCIString    *data;
};
typedef struct message message;

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

/* Global data reused on calls to enqueue: */
OCIEnv             *envhp;
OCIError           *errhp;
OCISvcCtx          *svchp;
message             msg;
null_message        nmsg;
OCIAQMsgProperties *msgprop;

static void enqmesg(msgno, buf)
Oracleアドバンスト・キューイングの例 8-59



AQとメモリーの使用
ub4     msgno;
text   *buf;
{
  OCIType          *mesgtdo = (OCIType *)0;  /* type descr of SCOTT.MESSAGE */
  message          *mesg = &msg;             /* instance of SCOTT.MESSAGE */
  null_message     *mesgind = &nmsg;         /* null indicator */
  text              corrid[128];            /* correlation identifier */

  /* Get the type descriptor object for the type SCOTT.MESSAGE: */
  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp,
           (CONST text *)"SCOTT", strlen("SCOTT"),
           (CONST text *)"MESSAGE", strlen("MESSAGE"), 
           (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION,
           OCI_TYPEGET_ALL, &mesgtdo));

  /* Fill in the attributes of SCOTT.MESSAGE: */
  checkerr(errhp, OCINumberFromInt(errhp, &msgno, sizeof(ub4), 0, &mesg->id));
  checkerr(errhp, OCIStringAssignText(envhp, errhp, buf, strlen(buf),
           &mesg->data));
  mesgind->null_adt = mesgind->null_id = mesgind->null_data = 0;

  /* Set the correlation id in the message properties descriptor: */
  sprintf((char *)corrid, "Msg#: %d", msgno);
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES,
           (dvoid *)&corrid, strlen(corrid),
           OCI_ATTR_CORRELATION, errhp));
  
  /* Enqueue the message and commit: */
  checkerr(errhp, OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msgqueue", 
           0, msgprop, mesgtdo, (dvoid **)&mesg,
           (dvoid **)&mesgind, 0, 0));

  checkerr(errhp, OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0));
}                           /* end enqmesg */

void main()
{
  OCIServer    *srvhp;
  OCISession   *usrhp;
  dvoid        *tmp;
  text          buf[80];                /* user supplied text */
  int           msgno = 0;

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
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                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  /* Set attribute server context in the service context: */
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
             (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* Allocate a user context handle: */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
      
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
           OCI_DEFAULT));
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
             (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* Allocate a message properties descriptor to fill in correlation id :*/
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&msgprop,
           OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES,
           0, (dvoid **)0));
  do {
    printf("Enter a line of text (max 80 chars):");
    if (!gets((char *)buf))
      break;
    enqmesg((ub4)msgno++, buf);
  } while(1);

  /* Free the message properties descriptor: */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorFree((dvoid *)msgprop,
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           OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES));

}                         /* end main */

static void checkerr(errhp, status)
OCIError   *errhp;
sword      status;
{
  text errbuf[512];
  ub4  buflen;
  sb4  errcode;

  if (status == OCI_SUCCESS) return;

  switch (status)
  {
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                 errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s¥n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
    break;
  default:
    printf("Error - %d¥n", status);
    break;
  }
  exit(-1);
}                          /* end checkerr */

OCIを使を使を使を使用用用用してメしてメしてメしてメッッッッセージセージセージセージををををデキュデキュデキュデキューーーーする（する（する（する（各各各各コールコールコールコール後後後後にメモにメモにメモにメモリリリリーを解ーを解ーを解ーを解放放放放
するするするする））））

このプログラム deqnoreuse.c は、create_types.sql を実行して scott のスキーマに
作成されたキュー「msgqueue」からテキストの各行をデキューします。メッセージは、
enqnoreuse または enqreuse を使用してエンキューされます。メッセージがない場合は、
60秒待機してからタイムアウトします。このプログラムでは、デキュー・サブルーチンはク
ライアント側のオブジェクトのメモリーを再使用しません。必要なメモリーをデキューの前
に割り当て、デキューの完了後にそのメモリーを解放します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

#include <stdio.h>
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static void checkerr(OCIError *errhp, sword status);
static void deqmesg(text *buf, ub4 *buflen);

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
OCISvcCtx    *svchp;

struct message
{
  OCINumber     id;
  OCIString    *data;
};
typedef struct message message;

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

static void deqmesg(buf, buflen)
text      *buf;
ub4       *buflen;
{
  OCIType          *mesgtdo = (OCIType *)0;   /* type descr of SCOTT.MESSAGE */
  message          *mesg = (dvoid *)0;       /* instance of SCOTT.MESSAGE */
  null_message     *mesgind   = (dvoid *)0;        /* null indicator */
  OCIAQDeqOptions  *deqopt    = (OCIAQDeqOptions *)0;
  ub4               wait      = 60;               /* timeout after 60 seconds */
  ub4              navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG; /* always get head of q */

   /* Get the type descriptor object for the type SCOTT.MESSAGE: */
  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp,
           (CONST text *)"SCOTT", strlen("SCOTT"),
           (CONST text *)"MESSAGE", strlen("MESSAGE"), 
           (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION,
           OCI_TYPEGET_ALL, &mesgtdo));

  /* Allocate an instance of SCOTT.MESSAGE, and get its null indicator: */
  checkerr(errhp, OCIObjectNew(envhp, errhp, svchp, OCI_TYPECODE_OBJECT,
           mesgtdo, (dvoid *)0, OCI_DURATION_SESSION,
           TRUE, (dvoid **)&mesg));
  checkerr(errhp, OCIObjectGetInd(envhp, errhp, (dvoid *)mesg,
           (dvoid **)&mesgind));
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  /* Allocate a descriptor for dequeue options and set wait time, navigation: */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt,
           OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, (dvoid **)0));
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&wait, 0, OCI_ATTR_WAIT, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&navigation, 0,
           OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp));

  /* Dequeue the message and commit: */
  checkerr(errhp, OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msgqueue", 
           deqopt, 0, mesgtdo, (dvoid **)&mesg,
           (dvoid **)&mesgind, 0, 0));

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

  /* Copy the message payload text into the user buffer: */
  if (mesgind->null_data)
    *buflen = 0;
  else
    memcpy((dvoid *)buf, (dvoid *)OCIStringPtr(envhp, mesg->data), 
           (size_t)(*buflen = OCIStringSize(envhp, mesg->data)));

  /* Free the dequeue options descriptor: */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorFree((dvoid *)deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS));

  /* Free the memory for the objects: */
  checkerr(errhp, OCIObjectFree(envhp, errhp, (dvoid *)mesg,
           OCI_OBJECTFREE_FORCE));
}                                        /* end deqmesg */

void main()
{
  OCIServer    *srvhp;
  OCISession   *usrhp;
  dvoid        *tmp;
  text          buf[80];                 /* payload text */
  ub4           buflen;

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
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  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  /* Set attribute server context in the service context: */
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
             (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* Allocate a user context handle: */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
      
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
           OCI_DEFAULT));
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
             (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  do {
    deqmesg(buf, &buflen);
     printf("%.*s¥n", buflen, buf);
  } while(1);
}                          /* end main */

static void checkerr(errhp, status)
OCIError   *errhp;
sword      status;
{
  text errbuf[512];
  ub4  buflen;
  sb4  errcode;

  if (status == OCI_SUCCESS) return;
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  switch (status)
  {
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                 errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s¥n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
    break;
  default:
    printf("Error - %d¥n", status);
    break;
  }
  exit(-1);
}                           /* end checkerr */

OCIを使を使を使を使用用用用してメしてメしてメしてメッッッッセージセージセージセージををををデキュデキュデキュデキューーーーする（する（する（する（メメメメモリーモリーモリーモリーをををを再使用再使用再使用再使用すすすするるるる））））
このプログラム deqreuse.c は、create_types.sql を実行して scott のスキーマに作
成されたキュー「msgqueue」からテキストの各行をデキューします。メッセージは
enqnoreuse.c または enqreuse.c を使用してエンキューされます。メッセージがない場
合は、60秒待機してからタイムアウトします。このプログラムでは、デキュー・サブルーチ
ンは、OCIAQDeqの起動間でクライアント側のオブジェクトのメモリーを再使用します。
OCIAQDeqに対する最初のコール中に、OCIはメッセージ・ペイロード用のメモリーを自動
的に割り当てます。OCIAQDeqに対する後続のコール中に、同一のペイロード・ポインタが
渡され、OCIは必要であればペイロード・メモリーのサイズを自動的に変更します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

#include <stdio.h>

static void checkerr(OCIError *errhp, sword status);
static void deqmesg(text *buf, ub4 *buflen);

struct message
{
  OCINumber    id;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
8-66 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



AQとメモリーの使用
  OCIInd    null_id;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

/* Global data reused on calls to enqueue: */
OCIEnv          *envhp;
OCIError        *errhp;
OCISvcCtx       *svchp;
OCIAQDeqOptions *deqopt;
message         *mesg = (message *)0;
null_message    *mesgind = (null_message *)0;

static void deqmesg(buf, buflen)
text       *buf;
ub4        *buflen;
{

  OCIType        *mesgtdo    = (OCIType *)0;  /* type descr of SCOTT.MESSAGE */
  ub4             wait       = 60;           /* timeout after 60 seconds */
  ub4             navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG;/* always get head of q */

  /* Get the type descriptor object for the type SCOTT.MESSAGE: */
  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhp, errhp, svchp,
           (CONST text *)"SCOTT", strlen("SCOTT"),
           (CONST text *)"MESSAGE", strlen("MESSAGE"), 
           (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION,
           OCI_TYPEGET_ALL, &mesgtdo));

  /* Set wait time, navigation in dequeue options: */
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&wait, 0, OCI_ATTR_WAIT, errhp));
  checkerr(errhp, OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,
           (dvoid *)&navigation, 0,
           OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp));

  /* 
   * Dequeue the message and commit. The memory for the payload will be
   * automatically allocated/resized by OCI:
   */
  checkerr(errhp, OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msgqueue", 
           deqopt, 0, mesgtdo, (dvoid **)&mesg,
           (dvoid **)&mesgind, 0, 0));

  checkerr(errhp, OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0));
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  /* Copy the message payload text into the user buffer: */
  if (mesgind->null_data)
    *buflen = 0;
  else
    memcpy((dvoid *)buf, (dvoid *)OCIStringPtr(envhp, mesg->data), 
           (size_t)(*buflen = OCIStringSize(envhp, mesg->data)));
}                           /* end deqmesg */

void main()
{
  OCIServer    *srvhp;
  OCISession   *usrhp;
  dvoid        *tmp;
  text          buf[80];                 /* payload text */
  ub4           buflen;

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach(srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  /* set attribute server context in the service context */
  OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
             (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
  
  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                 (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
             (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
      
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION,
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             (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
           OCI_DEFAULT));
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
             (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* allocate the dequeue options descriptor */
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt,
           OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, (dvoid **)0));

  do {
    deqmesg(buf, &buflen);
     printf("%.*s¥n", buflen, buf);
  } while(1);

  /* 
   * This program never reaches this point as the dequeue timesout & exits.
   * If it does reach here, it will be a good place to free the dequeue
   * options descriptor using OCIDescriptorFree and free the memory allocated
   * by OCI for the payload using OCIObjectFree
   */
}                          /* end main */

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword      status;
{
  text errbuf[512];
  ub4  buflen;
  sb4  errcode;

  if (status == OCI_SUCCESS) return;

  switch (status)
  {
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                 errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error - %s¥n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE¥n");
    break;
  default:
    printf("Error - %d¥n", status);
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    break;
  }
  exit(-1);
}                          /* end checkerr */
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A

「「「「BooksOnLine 」」」」用スク用スク用スク用スクリリリリプトプトプトプト

この付録には、次のスクリプトが掲載されています。

■ tkaqdoca.sql: ユーザー、オブジェクト、キュー表およびサブスクライバを作成するため
のスクリプト

■ tkaqdocd.sql: 管理および操作インタフェースの例

■ tkaqdoce.sql: 操作例

■ tkaqdocp.sql: 操作インタフェースの例

■ tkaqdocc.sql: クリーンアップ用スクリプト
プト A-1



tkaqdoca.sql: ユーザー、オブジェクト、キュー表およびサブスクライバを作成するためのスクリプト
tkaqdoca.sql: ユーユーユーユーザザザザー、ー、ー、ー、オオオオブジブジブジブジェェェェクトクトクトクト、、、、キュキュキュキューーーー表お表お表お表およよよよびサびサびサびサブブブブスススス
ククククライライライライババババを作を作を作を作成成成成するするするするたたたためのめのめのめのススススクリクリクリクリププププトトトト

Rem $Header: tkaqdoca.sql 26-jan-99.17:50:37 aquser1 Exp $
Rem
Rem tkaqdoca.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998, 1999. All Rights Reserved.
Rem
Rem    NAME
Rem      tkaqdoca.sql - TKAQ DOCumentation Admin examples file 

Rem Set up a queue admin account and individual accounts for each application
Rem
connect system/manager
set serveroutput on;
set echo on;

Rem Create a common admin account for all BooksOnLine applications
Rem
create user BOLADM identified by BOLADM;
grant connect, resource, aq_administrator_role to BOLADM;
grant execute on dbms_aq to BOLADM;
grant execute on dbms_aqadm to BOLADM;
execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','BOLADM',FALSE);
execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('DEQUEUE_ANY','BOLADM',FALSE);

Rem Create the application schemas and grant appropriate permission 
Rem to all schemas

Rem Create an account for Order Entry
create user OE identified by OE;
grant connect, resource to OE;
grant execute on dbms_aq to OE;
grant execute on dbms_aqadm to OE;

Rem Create an account for WR Shipping
create user WS identified by WS;
grant connect, resource to WS;
grant execute on dbms_aq to WS;
grant execute on dbms_aqadm to WS;

Rem Create an account for ER Shipping
create user ES identified by ES;
grant connect, resource to ES;
grant execute on dbms_aq to ES;
grant execute on dbms_aqadm to ES;
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Rem Create an account for Overseas Shipping
create user OS identified by OS;
grant connect, resource to OS;
grant execute on dbms_aq to OS;
grant execute on dbms_aqadm to OS;

Rem Create an account for Customer Billing
Rem Customer Billing, for security reason, has an admin schema that
Rem hosts all the queue tables and an application schema from where
Rem the application runs.
create user CBADM identified by CBADM;
grant connect, resource to CBADM;
grant execute on dbms_aq to CBADM;
grant execute on dbms_aqadm to CBADM;

create user CB identified by CB;
grant connect, resource to CB;
grant execute on dbms_aq to CB;
grant execute on dbms_aqadm to CB;

Rem Create an account for Customer Service
create user CS identified by CS;
grant connect, resource to CS;
grant execute on dbms_aq to CS;
grant execute on dbms_aqadm to CS;

Rem All object types are created in the administrator schema.
Rem All application schemas that host any propagation source
Rem queues are given the ENQUEUE_ANY system level privilege
Rem allowing the application schemas to enqueue to the destination
Rem queue.
Rem 
connect BOLADM/BOLADM;

Rem Create objects

create or replace type customer_typ as object (
        custno          number,
        name            varchar2(100),
        street          varchar2(100),
        city            varchar2(30),
        state           varchar2(2),
        zip             number,
        country         varchar2(100));
/

「BooksOnLine」用スクリプト A-3



tkaqdoca.sql: ユーザー、オブジェクト、キュー表およびサブスクライバを作成するためのスクリプト
create or replace type book_typ as object (
        title           varchar2(100),
        authors         varchar2(100),
        ISBN            number,
        price           number);
/

create or replace type orderitem_typ as object (
        quantity        number,
        item            book_typ,
        subtotal        number);
/

create or replace type orderitemlist_vartyp as varray (20) of orderitem_typ;
/

create or replace type order_typ as object (
        orderno         number,
        status          varchar2(30),
        ordertype       varchar2(30),
        orderregion     varchar2(30),
        customer        customer_typ,
        paymentmethod   varchar2(30),
        items           orderitemlist_vartyp,
        total           number);                
/

grant execute on order_typ to OE;
grant execute on orderitemlist_vartyp to OE;
grant execute on orderitem_typ to OE;
grant execute on book_typ to OE;
grant execute on customer_typ to OE;
execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','OE',FALSE);
 
grant execute on order_typ to WS;
grant execute on orderitemlist_vartyp to WS;
grant execute on orderitem_typ to WS;
grant execute on book_typ to WS;
grant execute on customer_typ to WS;
execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','WS',FALSE);
 
grant execute on order_typ to ES;
grant execute on orderitemlist_vartyp to ES;
grant execute on orderitem_typ to ES;
grant execute on book_typ to ES;
grant execute on customer_typ to ES;
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execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','ES',FALSE);
 
grant execute on order_typ to OS;
grant execute on orderitemlist_vartyp to OS;
grant execute on orderitem_typ to OS;
grant execute on book_typ to OS;
grant execute on customer_typ to OS;
execute dbms_aqadm.grant_system_privilege('ENQUEUE_ANY','OS',FALSE); 

grant execute on order_typ to CBADM;
grant execute on orderitemlist_vartyp to CBADM;
grant execute on orderitem_typ to CBADM;
grant execute on book_typ to CBADM;
grant execute on customer_typ to CBADM;

grant execute on order_typ to CB;
grant execute on orderitemlist_vartyp to CB;
grant execute on orderitem_typ to CB;
grant execute on book_typ to CB;
grant execute on customer_typ to CB;
 
grant execute on order_typ to CS;
grant execute on orderitemlist_vartyp to CS;
grant execute on orderitem_typ to CS;
grant execute on book_typ to CS;
grant execute on customer_typ to CS;

Rem Create queue tables, queues for OE
Rem 
connect OE/OE;
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'OE_orders_sqtab',               
        comment => 'Order Entry Single Consumer Orders queue table',    
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        message_grouping => DBMS_AQADM.TRANSACTIONAL,                   
        compatible => '8.1',                                    
        primary_instance => 1,                                  
        secondary_instance => 2);
end;
/

Rem Create a priority queue table for OE
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'OE_orders_pr_mqtab',    
        sort_list =>'priority,enq_time', 
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        comment => 'Order Entry Priority MultiConsumer Orders queue table', 
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1',                                    
        primary_instance => 2,                                  
        secondary_instance => 1);
end;
/

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'OE_neworders_que',        
        queue_table             => 'OE_orders_sqtab');
end;
/

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                
        queue_name              => 'OE_bookedorders_que',       
        queue_table             => 'OE_orders_pr_mqtab');
end;
/

Rem Orders in OE_bookedorders_que are being propagated to WS_bookedorders_que,
Rem ES_bookedorders_que and OS_bookedorders_que according to the region
Rem the books are shipped to.  At the time an order is placed, the customer
Rem can request Fed-ex shipping (priority 1), priority air shipping (priority
Rem 2) and ground shipping (priority 3).  An priority queue is created in
Rem each region, the shipping applications will dequeue from these priority
Rem queues according to the orders' shipping priorities, processes the orders
Rem and enqueue the processed orders into
Rem the shipped_orders queues or the back_orders queues.  Both the shipped_
Rem orders queues and the back_orders queues are FIFO queues. However, 
Rem orders put into the back_orders_queues are enqueued with delay time
Rem set to 1 day, so that each order in the back_order_queues is processed
Rem only once a day until the shipment is filled.
 
Rem Create queue tables, queues for WS Shipping
connect WS/WS;

Rem Create a priority queue table for WS shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'WS_orders_pr_mqtab',            
        sort_list =>'priority,enq_time', 
        comment => 'West Shipping Priority MultiConsumer Orders queue table', 
        multiple_consumers => TRUE,                             
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        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/

Rem Create a FIFO queue tables for WS shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'WS_orders_mqtab',               
        comment => 'West Shipping Multi Consumer Orders queue table',   
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/

Rem Booked orders are stored in the priority queue table
begin
dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'WS_bookedorders_que',        
        queue_table             => 'WS_orders_pr_mqtab');
end;
/

Rem Shipped orders and back orders are stored in the FIFO queue table
begin
dbms_aqadm.create_queue (                                
        queue_name              => 'WS_shippedorders_que',       
        queue_table             => 'WS_orders_mqtab');
end;
/

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                 
        queue_name              => 'WS_backorders_que',           
        queue_table             => 'WS_orders_mqtab');
end;
/

Rem
Rem  In order to test history, set retention to 1 DAY for the queues
Rem  in WS

begin
dbms_aqadm.alter_queue(    
         queue_name => 'WS_bookedorders_que', 
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         retention_time => 86400);
end;
/

begin
dbms_aqadm.alter_queue(    
         queue_name => 'WS_shippedorders_que', 
         retention_time => 86400);
end;
/

begin
dbms_aqadm.alter_queue(    
         queue_name => 'WS_backorders_que', 
         retention_time => 86400);
end;
/

Rem Create queue tables, queues for ES Shipping
connect ES/ES;

Rem Create a priority queue table for ES shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'ES_orders_mqtab',               
        comment => 'East Shipping Multi Consumer Orders queue table',   
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/

Rem Create a FIFO queue tables for ES shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'ES_orders_pr_mqtab',            
        sort_list =>'priority,enq_time', 
        comment => 'East Shipping Priority Multi Consumer Orders queue table',
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/

Rem Booked orders are stored in the priority queue table
begin
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dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'ES_bookedorders_que',        
        queue_table             => 'ES_orders_pr_mqtab');
end;
/

Rem Shipped orders and back orders are stored in the FIFO queue table
begin
dbms_aqadm.create_queue (                                
        queue_name              => 'ES_shippedorders_que',       
        queue_table             => 'ES_orders_mqtab');
end;
/

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                 
        queue_name              => 'ES_backorders_que',           
        queue_table             => 'ES_orders_mqtab');
end;
/

 
Rem Create queue tables, queues for Overseas Shipping
connect OS/OS;

Rem Create a priority queue table for OS shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'OS_orders_pr_mqtab',            
        sort_list =>'priority,enq_time', 
        comment => 'Overseas Shipping Priority MultiConsumer Orders queue table', 
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/

Rem Create a FIFO queue tables for OS shipping
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'OS_orders_mqtab',               
        comment => 'Overseas Shipping Multi Consumer Orders queue table', 
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');
end;
/
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Rem Booked orders are stored in the priority queue table
begin
dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'OS_bookedorders_que',        
        queue_table             => 'OS_orders_pr_mqtab');
end;
/

Rem Shipped orders and back orders are stored in the FIFO queue table
begin
dbms_aqadm.create_queue (                                
        queue_name              => 'OS_shippedorders_que',       
        queue_table             => 'OS_orders_mqtab');
end;
/

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                 
        queue_name              => 'OS_backorders_que',           
        queue_table             => 'OS_orders_mqtab');
end;
/

Rem Create queue tables, queues for Customer Billing
connect CBADM/CBADM;
begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'CBADM_orders_sqtab',            
        comment => 'Customer Billing Single Consumer Orders queue table',
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');

dbms_aqadm.create_queue_table(                          
        queue_table => 'CBADM_orders_mqtab',            
        comment => 'Customer Billing Multi Consumer Service queue table', 
        multiple_consumers => TRUE,                             
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                       
        compatible => '8.1');

dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'CBADM_shippedorders_que',        
        queue_table             => 'CBADM_orders_sqtab');

end;
/
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Rem Grant dequeue privilege on the shopped orders queue to the Customer Billing
Rem application.  The CB application retrieves shipped orders (not billed yet)
Rem from the shopped orders queue.
execute dbms_aqadm.grant_queue_privilege('DEQUEUE', 'CBADM_shippedorders_que', 'CB', 
FALSE);

begin
dbms_aqadm.create_queue (                                
        queue_name              => 'CBADM_billedorders_que',       
        queue_table             => 'CBADM_orders_mqtab');
end;
/

Rem Grant enqueue privilege on the billed orders queue to Customer Billing
Rem application.  The CB application is allowed to put billed orders into
Rem this queue.
execute dbms_aqadm.grant_queue_privilege('ENQUEUE', 'CBADM_billedorders_que', 'CB', 
FALSE);

Rem Customer support tracks the state of the customer request in the system 
Rem  
Rem At any point, customer request can be in one of the following states
Rem  A. BOOKED  B. SHIPPED  C. BACKED   D. BILLED
Rem  Given the order number the customer support will return the state
Rem  the order is in. This state is maintained in the order_status_table

connect CS/CS;

CREATE TABLE Order_Status_Table(customer_order       boladm.order_typ, 
                                status               varchar2(30));

Rem Create queue tables, queues for Customer Service

begin
dbms_aqadm.create_queue_table(                            
        queue_table => 'CS_order_status_qt',                      
        comment => 'Customer Status multi consumer queue table',  
        multiple_consumers => TRUE,                               
        queue_payload_type => 'BOLADM.order_typ',                 
        compatible => '8.1');

dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'CS_bookedorders_que',           
        queue_table             => 'CS_order_status_qt');
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dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'CS_backorders_que',           
        queue_table             => 'CS_order_status_qt');

dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'CS_shippedorders_que',          
        queue_table             => 'CS_order_status_qt');

dbms_aqadm.create_queue (                                   
        queue_name              => 'CS_billedorders_que',           
        queue_table             => 'CS_order_status_qt');

end;
/

Rem Create the Subscribers for OE queues
Rem Add the Subscribers for the OE booked_orders queue

connect OE/OE;

Rem Add a rule-based subscriber for West Shipping
Rem West Shipping handles Western region US orders
Rem Rush Western region orders are handled by East Shipping
declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  subscriber := aq$_agent('West_Shipping', 'WS.WS_bookedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que',
                            subscriber => subscriber,
                            rule       => 'tab.user_data.orderregion = ''WESTERN'' 
AND tab.user_data.ordertype != ''RUSH''');
end;
/

Rem Add a rule-based subscriber for East Shipping
Rem East shipping handles all Eastern region orders
Rem East shipping also handles all US rush orders
declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  subscriber := aq$_agent('East_Shipping', 'ES.ES_bookedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que',
                            subscriber => subscriber,
                            rule       => 'tab.user_data.orderregion = ''EASTERN'' 
OR (tab.user_data.ordertype = ''RUSH'' AND tab.user_data.customer.country = ''USA'') 
');
end;
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/

Rem Add a rule-based subscriber for Overseas Shipping
Rem Intl Shipping handles all non-US orders
declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  subscriber := aq$_agent('Overseas_Shipping', 'OS.OS_bookedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que',
                            subscriber => subscriber,
                            rule       => 'tab.user_data.orderregion = 
''INTERNATIONAL''');
end;
/

Rem Add the Customer Service order queues as a subscribers to the
Rem corresponding queues  in OrderEntry, Shipping and Billing

declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  /* Subscribe to the booked orders queue */
  subscriber := aq$_agent('BOOKED_ORDER', 'CS.CS_bookedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que',
                            subscriber => subscriber);
end;
/

connect WS/WS;

declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  /* Subscribe to the WS back orders queue */
  subscriber := aq$_agent('BACK_ORDER', 'CS.CS_backorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'WS.WS_backorders_que',
                            subscriber => subscriber);
end;
/

declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  /* Subscribe to the WS shipped orders queue */
  subscriber := aq$_agent('SHIPPED_ORDER', 'CS.CS_shippedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'WS.WS_shippedorders_que',
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                            subscriber => subscriber);
end;
/

connect CBADM/CBADM;
declare
  subscriber     aq$_agent;
begin
  /* Subscribe to the BILLING billed orders queue */
  subscriber := aq$_agent('BILLED_ORDER', 'CS.CS_billedorders_que', null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'CBADM.CBADM_billedorders_que',
                            subscriber => subscriber);

end;
/

Rem
Rem BOLADM will Start all the queues
Rem
connect BOLADM/BOLADM
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'OE.OE_neworders_que');        
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que');       
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'WS.WS_bookedorders_que');        
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'WS.WS_shippedorders_que');       
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'WS.WS_backorders_que');
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'ES.ES_bookedorders_que');        
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'ES.ES_shippedorders_que');       
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'ES.ES_backorders_que');  
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'OS.OS_bookedorders_que');        
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'OS.OS_shippedorders_que');       
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'OS.OS_backorders_que');  
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CBADM.CBADM_shippedorders_que');
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CBADM.CBADM_billedorders_que'); 
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CS.CS_bookedorders_que');
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CS.CS_backorders_que');
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CS.CS_shippedorders_que');
execute dbms_aqadm.start_queue(queue_name => 'CS.CS_billedorders_que');

connect system/manager

Rem
Rem Start job_queue_processes to handle AQ propagation
Rem

alter system set job_queue_processes=4;
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tkaqdocd.sql: 管理管理管理管理おおおおよびよびよびよび操操操操作イ作イ作イ作インンンンタフタフタフタフェェェェースースースースのののの例例例例 
Rem
Rem $Header: tkaqdocd.sql 26-jan-99.17:51:23 aquser1 Exp $
Rem
Rem tkaqdocd.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998, 1999. All Rights Reserved.
Rem
Rem    NAME
Rem      tkaqdocd.sql - <one-line expansion of the name>
Rem
Rem    DESCRIPTION
Rem      <short description of component this file declares/defines>
Rem
Rem    NOTES
Rem      <other useful comments, qualifications, etc.>
Rem
Rem    MODIFIED   (MM/DD/YY)
Rem    aquser1     01/26/99 - fix comments
Rem    aquser1     12/07/98 - ryaseen: convert to SQLPLUS format
Rem    aquser1     10/29/98 - adjust agent list and update_status
Rem    aquser1     10/27/98 - listen call, history and non-persistent queues
Rem    aquser1     10/27/98 - Created
Rem

Rem
Rem  Schedule propagation for the shipping, billing, order entry queues 
Rem

connect OE/OE;

execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que');

connect WS/WS;
execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'WS.WS_backorders_que');
execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'WS.WS_shippedorders_que');

connect CBADM/CBADM;
execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'CBADM.CBADM_billedorders_
que');

Rem
Rem   Customer service application
Rem
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Rem   This application monitors the status queue for messages and updates 
Rem   the Order_Status table. 

connect CS/CS

Rem
Rem  Dequeus messages from the 'queue' for 'consumer'

CREATE OR REPLACE PROCEDURE DEQUEUE_MESSAGE(
                         queue      IN   VARCHAR2,
                         consumer   IN   VARCHAR2,
                         message    OUT  BOLADM.order_typ)
IS
 
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t;
mprop                    dbms_aq.message_properties_t;
deq_msgid                raw(16);
BEGIN
  dopt.dequeue_mode := dbms_aq.REMOVE;
  dopt.navigation := dbms_aq.FIRST_MESSAGE;
  dopt.consumer_name := consumer;

  dbms_aq.dequeue(
                queue_name => queue,
                dequeue_options => dopt,
                message_properties => mprop,
                payload => message,
                msgid => deq_msgid);
  commit;
END;
/

Rem
Rem  Updates the status of the order in the status table
Rem

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_status(
                                new_status    IN VARCHAR2,
                                order_msg    IN BOLADM.ORDER_TYP)
IS
 old_status    VARCHAR2(30);
 dummy         NUMBER;
BEGIN
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  BEGIN  
    /* query old status from the table */
    SELECT st.status INTO old_status from order_status_table st 
       where st.customer_order.orderno = order_msg.orderno;

  /* Status can be 'BOOKED_ORDER', 'SHIPPED_ORDER', 'BACK_ORDER'
   *          and   'BILLED_ORDER'
   */

   IF new_status = 'SHIPPED_ORDER' THEN  
      IF old_status = 'BILLED_ORDER' THEN
        return;             /* message about a previous state */
      END IF;
   ELSIF new_status = 'BACK_ORDER' THEN
      IF old_status = 'SHIPPED_ORDER' OR old_status = 'BILLED_ORDER' THEN
        return;             /* message about a previous state */
      END IF;
   END IF;

   /* update the order status  */
     UPDATE order_status_table st
        SET st.customer_order = order_msg, st.status = new_status
        where st.customer_order.orderno = order_msg.orderno;

   COMMIT;

  EXCEPTION
  WHEN OTHERS  THEN     /* change to no data found */
    /* first update for the order */
    INSERT INTO order_status_table(customer_order, status)
    VALUES (order_msg, new_status);
    COMMIT;

  END;
END;
/
        

Rem
Rem  Monitors the customer service queues for 'time' seconds
Rem

 CREATE OR REPLACE PROCEDURE MONITOR_STATUS_QUEUE(time  IN  NUMBER) 
IS
  agent_w_message   aq$_agent;
  agent_list        dbms_aq.agent_list_t;
  wait_time         INTEGER := 120;
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  no_message        EXCEPTION;
  pragma EXCEPTION_INIT(no_message, -25254);
  order_msg         boladm.order_typ; 
  new_status        VARCHAR2(30);
  monitor           BOOLEAN := TRUE;
  begin_time        number;
  end_time          number;
BEGIN

 begin_time :=  dbms_utility.get_time;    
 WHILE (monitor)
 LOOP
 BEGIN
  agent_list(1) := aq$_agent('BILLED_ORDER', 'CS_billedorders_que', NULL);
  agent_list(2) := aq$_agent('SHIPPED_ORDER', 'CS_shippedorders_que', NULL);
  agent_list(3) := aq$_agent('BACK_ORDER', 'CS_backorders_que', NULL);
  agent_list(4) := aq$_agent('Booked_ORDER', 'CS_bookedorders_que', NULL);

   /* wait for order status messages */
   dbms_aq.listen(agent_list, wait_time, agent_w_message);
   
   dbms_output.put_line('Agent' || agent_w_message.name || ' Address '|| agent_w_
message.address);
   /* dequeue the message from the queue */
   dequeue_message(agent_w_message.address, agent_w_message.name, order_msg);

   /* update the status of the order depending on the type of the message 
    * the name of the agent contains the new state
    */
   update_status(agent_w_message.name, order_msg);

  /* exit if we have been working long enough */
   end_time := dbms_utility.get_time;
   IF  (end_time - begin_time > time)   THEN
     EXIT;
   END IF;

  EXCEPTION
  WHEN  no_message  THEN
    dbms_output.put_line('No messages in the past 2 minutes');
       end_time := dbms_utility.get_time;
    /* exit if we have done enough work */
    IF  (end_time - begin_time > time)   THEN
      EXIT;
    END IF;
  END;
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  END LOOP;
END;
/

Rem
Rem   History queries
Rem

Rem
Rem   Average processing time for messages in western shipping:
Rem   Difference between the ship- time and book-time for the order
Rem   
Rem   NOTE: we assume that order id is the correlation identifier
Rem         Only processed messages are considered.

Connect WS/WS

SELECT  SUM(SO.enq_time - BO.enq_time) / count (*) AVG_PRCS_TIME
 FROM WS.AQ$WS_orders_pr_mqtab BO , WS.AQ$WS_orders_mqtab SO
 WHERE SO.msg_state = 'PROCESSED' and BO.msg_state = 'PROCESSED'
 AND SO.corr_id = BO.corr_id and SO.queue = 'WS_shippedorders_que';

Rem
Rem  Average backed up time (again only processed messages are considered
Rem

SELECT SUM(BACK.deq_time - BACK.enq_time)/count (*) AVG_BACK_TIME
  FROM WS.AQ$WS_orders_mqtab BACK
  WHERE BACK.msg_state = 'PROCESSED' and BACK.queue = 'WS_backorders_que';
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tkaqdoce.sql: 操作操作操作操作例例例例

Rem
Rem $Header: tkaqdoce.sql 26-jan-99.17:51:28 aquser1 Exp $
Rem
Rem tkaqdocl.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998, 1999. All Rights Reserved.
Rem

set echo on

Rem ==================================================================
Rem        Demonstrate enqueuing a backorder with delay time set
Rem        to 1 day.  This will guarantee that each backorder will
Rem        be processed only once a day until the order is filled.
Rem ==================================================================

Rem Create a package that enqueue with delay set to one day
connect BOLADM/BOLADM
create or replace procedure requeue_unfilled_order(sale_region varchar2, 
                                                   backorder order_typ)
as
  back_order_queue_name    varchar2(62);
  enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t;
  msgprop                  dbms_aq.message_properties_t;
  enq_msgid                raw(16);
begin
  -- Choose a back order queue based the the region
  IF sale_region = 'WEST' THEN
    back_order_queue_name := 'WS.WS_backorders_que'; 
  ELSIF sale_region = 'EAST' THEN
    back_order_queue_name := 'ES.ES_backorders_que'; 
  ELSE
    back_order_queue_name := 'OS.OS_backorders_que'; 
  END IF;

  -- Enqueue the order with delay time set to 1 day
  msgprop.delay := 60*60*24;
  dbms_aq.enqueue(back_order_queue_name, enqopt, msgprop, 
                  backorder, enq_msgid);
end;
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tkaqdocp.sql: 操作操作操作操作イイイインタンタンタンタフフフフェーェーェーェーススススの例の例の例の例
Rem
Rem $Header: tkaqdocp.sql 26-jan-99.17:50:54 aquser1 Exp $
Rem
Rem tkaqdocp.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998, 1999. All Rights Reserved.
Rem
Rem    NAME
Rem      tkaqdocp.sql - <one-line expansion of the name>
Rem

set echo on;

Rem ==================================================================
Rem                       Illustrating Support for OPS 
Rem ==================================================================

Rem Login into OE account
connect OE/OE;
set serveroutput on;

Rem check instance affinity of OE queue tables from AQ administrative view

select queue_table, primary_instance, secondary_instance, owner_instance
from user_queue_tables;

Rem alter instance affinity of OE queue tables

begin
dbms_aqadm.alter_queue_table(                                   
        queue_table => 'OE.OE_orders_sqtab',                    
        primary_instance => 2,                                          
        secondary_instance => 1);
end;
/

begin
dbms_aqadm.alter_queue_table(                                   
        queue_table => 'OE.OE_orders_pr_mqtab',                 
        primary_instance => 1,                                          
        secondary_instance => 2);
end;
/

Rem check instance affinity of OE queue tables from AQ administrative view
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select queue_table, primary_instance, secondary_instance, owner_instance
from user_queue_tables;

Rem ==================================================================
Rem                    Illustrating Propagation Scheduling
Rem ==================================================================

Rem Login into OE account

set echo on;
connect OE/OE;
set serveroutput on;

Rem
Rem Schedule Propagation from bookedorders_que to shipping 
Rem

execute dbms_aqadm.schedule_propagation(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que');

Rem Login into boladm account
set echo on;
connect boladm/boladm;
set serveroutput on;

Rem create a procedure to enqueue an order
create or replace procedure order_enq(book_title   in varchar2,
                                      book_qty     in number,
                                      order_num    in number,
                                      shipping_priority in number,
                                      cust_state   in varchar2,
                                      cust_country in varchar2,
                                      cust_region  in varchar2,
                                      cust_ord_typ in varchar2) as

OE_enq_order_data        BOLADM.order_typ;
OE_enq_cust_data         BOLADM.customer_typ;
OE_enq_book_data         BOLADM.book_typ;
OE_enq_item_data         BOLADM.orderitem_typ;
OE_enq_item_list         BOLADM.orderitemlist_vartyp;
enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t;
msgprop                  dbms_aq.message_properties_t;
enq_msgid                raw(16);
 
begin

        msgprop.correlation := cust_ord_typ;
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        OE_enq_cust_data := BOLADM.customer_typ(NULL, NULL, NULL, NULL,
                                cust_state, NULL, cust_country);
        OE_enq_book_data := BOLADM.book_typ(book_title, NULL, NULL, NULL);
        OE_enq_item_data := BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL);
        OE_enq_item_list := BOLADM.orderitemlist_vartyp(
                                BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL));
        OE_enq_order_data := BOLADM.order_typ(order_num, NULL, 
                                cust_ord_typ, cust_region,
                                OE_enq_cust_data, NULL, 
                                OE_enq_item_list, NULL);

        -- Put the shipping priority into message property before
        -- enqueueing the message
        msgprop.priority := shipping_priority;
        dbms_aq.enqueue('OE.OE_bookedorders_que', enqopt, msgprop, 
                        OE_enq_order_data, enq_msgid);
end;
/

show errors;

grant execute on order_enq to OE;

Rem now create a procedure to dequeue booked orders for shipment processing
create or replace procedure shipping_bookedorder_deq(
                                        consumer in varchar2,
                                        deqmode in binary_integer) as

deq_cust_data            BOLADM.customer_typ;
deq_book_data            BOLADM.book_typ;
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ;
deq_msgid                RAW(16);
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t;
mprop                    dbms_aq.message_properties_t;
deq_order_data           BOLADM.order_typ;
qname                    varchar2(30);
no_messages              exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
new_orders               BOOLEAN := TRUE;

begin
 
        dopt.consumer_name := consumer;
        dopt.wait := DBMS_AQ.NO_WAIT;
        dopt.dequeue_mode := deqmode;
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        dopt.navigation := dbms_aq.FIRST_MESSAGE;

        IF (consumer = 'West_Shipping') THEN
                qname := 'WS.WS_bookedorders_que';
        ELSIF (consumer = 'East_Shipping') THEN
                qname := 'ES.ES_bookedorders_que';
        ELSE
                qname := 'OS.OS_bookedorders_que';
        END IF;

        WHILE (new_orders) LOOP
          BEGIN
            dbms_aq.dequeue(
                queue_name => qname,
                dequeue_options => dopt,
                message_properties => mprop,
                payload => deq_order_data,
                msgid => deq_msgid);
        
            deq_item_data := deq_order_data.items(1);
            deq_book_data := deq_item_data.item;
            deq_cust_data := deq_order_data.customer;

            dbms_output.put_line(' **** next booked order **** '); 
            dbms_output.put_line('order_num: ' || deq_order_data.orderno || 
                        ' book_title: ' || deq_book_data.title || 
                        ' quantity: ' || deq_item_data.quantity);
            dbms_output.put_line('ship_state: ' || deq_cust_data.state ||
                        ' ship_country: ' || deq_cust_data.country ||
                        ' ship_order_type: ' || deq_order_data.ordertype);
            dopt.navigation := dbms_aq.NEXT_MESSAGE;
          EXCEPTION
            WHEN no_messages THEN
                 dbms_output.put_line (' ---- NO MORE BOOKED ORDERS ---- ');
                 new_orders := FALSE;
          END;
        END LOOP;

end;
/
show errors;

Rem now create a procedure to dequeue rush orders for shipment
create or replace procedure get_rushtitles(consumer in varchar2) as

deq_cust_data            BOLADM.customer_typ;
deq_book_data            BOLADM.book_typ;
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deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ;
deq_msgid                RAW(16);
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t;
mprop                    dbms_aq.message_properties_t;
deq_order_data           BOLADM.order_typ;
qname                    varchar2(30);
no_messages              exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
new_orders               BOOLEAN := TRUE;

begin
 
        dopt.consumer_name := consumer;
        dopt.wait := 1;
        dopt.correlation := 'RUSH';

        IF (consumer = 'West_Shipping') THEN
                qname := 'WS.WS_bookedorders_que';
        ELSIF (consumer = 'East_Shipping') THEN
                qname := 'ES.ES_bookedorders_que';
        ELSE
                qname := 'OS.OS_bookedorders_que';
        END IF;

        WHILE (new_orders) LOOP
          BEGIN
            dbms_aq.dequeue(
                queue_name => qname,
                dequeue_options => dopt,
                message_properties => mprop,
                payload => deq_order_data,
                msgid => deq_msgid);
        
            deq_item_data := deq_order_data.items(1);
            deq_book_data := deq_item_data.item;

            dbms_output.put_line(' rushorder book_title: ' || 
                                deq_book_data.title || 
                        ' quantity: ' || deq_item_data.quantity);
          EXCEPTION
            WHEN no_messages THEN
                 dbms_output.put_line (' ---- NO MORE RUSH TITLES ---- ');
                 new_orders := FALSE;
          END;
        END LOOP;

end;
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/
show errors;

Rem now create a procedure to dequeue orders for handling North American 
Rem orders
create or replace procedure get_northamerican_orders as

deq_cust_data            BOLADM.customer_typ;
deq_book_data            BOLADM.book_typ;
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ;
deq_msgid                RAW(16);
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t;
mprop                    dbms_aq.message_properties_t;
deq_order_data           BOLADM.order_typ;
deq_order_nodata         BOLADM.order_typ;
qname                    varchar2(30);
no_messages              exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
new_orders               BOOLEAN := TRUE;

begin
 
        dopt.consumer_name := 'Overseas_Shipping';
        dopt.wait := DBMS_AQ.NO_WAIT;
        dopt.navigation := dbms_aq.FIRST_MESSAGE;
        dopt.dequeue_mode := DBMS_AQ.LOCKED;

        qname := 'OS.OS_bookedorders_que';

        WHILE (new_orders) LOOP
          BEGIN
            dbms_aq.dequeue(
                queue_name => qname,
                dequeue_options => dopt,
                message_properties => mprop,
                payload => deq_order_data,
                msgid => deq_msgid);
        
            deq_item_data := deq_order_data.items(1);
            deq_book_data := deq_item_data.item;
            deq_cust_data := deq_order_data.customer;

            IF (deq_cust_data.country = 'Canada' OR 
                deq_cust_data.country = 'Mexico' ) THEN

                dopt.dequeue_mode := dbms_aq.REMOVE_NODATA;
                dopt.msgid := deq_msgid;
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                dbms_aq.dequeue(
                        queue_name => qname,
                        dequeue_options => dopt,
                        message_properties => mprop,
                        payload => deq_order_nodata,
                        msgid => deq_msgid);

                dbms_output.put_line(' **** next booked order **** '); 
                dbms_output.put_line('order_no: ' || deq_order_data.orderno || 
                        ' book_title: ' || deq_book_data.title || 
                        ' quantity: ' || deq_item_data.quantity);
                dbms_output.put_line('ship_state: ' || deq_cust_data.state ||
                        ' ship_country: ' || deq_cust_data.country ||
                        ' ship_order_type: ' || deq_order_data.ordertype);

            END IF;

            commit;
            dopt.dequeue_mode := DBMS_AQ.LOCKED;
            dopt.msgid := NULL;
            dopt.navigation := dbms_aq.NEXT_MESSAGE;
          EXCEPTION
            WHEN no_messages THEN
                 dbms_output.put_line (' ---- NO MORE BOOKED ORDERS ---- ');
                 new_orders := FALSE;
          END;
        END LOOP;

end;
/
show errors;

grant execute on shipping_bookedorder_deq to WS;
grant execute on shipping_bookedorder_deq to ES;
grant execute on shipping_bookedorder_deq to OS;
grant execute on shipping_bookedorder_deq to CS;

grant execute on get_rushtitles to ES;

grant execute on get_northamerican_orders to OS;

Rem Login into OE account
connect OE/OE;
set serveroutput on;

Rem
Rem Enqueue some orders into OE_bookedorders_que
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Rem 

execute BOLADM.order_enq('My First   Book', 1, 1001, 3,'CA', 'USA', 'WESTERN', 
'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Second  Book', 2, 1002, 3,'NY', 'USA', 'EASTERN', 
'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Third   Book', 3, 1003, 3, '',   'Canada', 
'INTERNATIONAL', 'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Fourth  Book', 4, 1004, 2, 'NV', 'USA', 'WESTERN', 
'RUSH');
execute BOLADM.order_enq('My Fifth   Book', 5, 1005, 2, 'MA', 'USA', 'EASTERN', 
'RUSH');
execute BOLADM.order_enq('My Sixth   Book', 6, 1006, 3,''  , 'UK',  'INTERNATIONAL', 
'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Seventh Book', 7, 1007, 1,'',   'Canada', 
'INTERNATIONAL', 'RUSH');
execute BOLADM.order_enq('My Eighth  Book', 8, 1008, 3,'',   'Mexico', 
'INTERNATIONAL', 'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Ninth   Book', 9, 1009, 1, 'CA', 'USA', 'WESTERN', 
'RUSH');
execute BOLADM.order_enq('My Tenth   Book', 8, 1010, 3, ''  , 'UK', 'INTERNATIONAL', 
'NORMAL');
execute BOLADM.order_enq('My Last    Book', 7, 1011, 3, ''  , 'Mexico', 
'INTERNATIONAL', 'NORMAL');
commit;
/

Rem
Rem Wait for Propagation to Complete
Rem 

execute dbms_lock.sleep(100);

Rem ==================================================================
Rem                  Illustrating Dequeue Modes/Methods
Rem ==================================================================

connect WS/WS;
set serveroutput on;

Rem Dequeue all booked orders for West_Shipping
execute BOLADM.shipping_bookedorder_deq('West_Shipping', DBMS_AQ.REMOVE);
commit;
/

connect ES/ES;
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set serveroutput on;

Rem Browse all booked orders for East_Shipping
execute BOLADM.shipping_bookedorder_deq('East_Shipping', DBMS_AQ.BROWSE);

Rem Dequeue all rush order titles for East_Shipping
execute BOLADM.get_rushtitles('East_Shipping');
commit;
/

Rem Dequeue all remaining booked orders (normal order) for East_Shipping 
execute BOLADM.shipping_bookedorder_deq('East_Shipping', DBMS_AQ.REMOVE);
commit;
/

connect OS/OS;
set serveroutput on;

Rem Dequeue all international North American orders for Overseas_Shipping
execute BOLADM.get_northamerican_orders;
commit;
/

Rem Dequeue rest of the booked orders for Overseas_Shipping
execute BOLADM.shipping_bookedorder_deq('Overseas_Shipping', DBMS_AQ.REMOVE);
commit;
/

Rem ==================================================================
Rem           Illustrating Enhanced Propagation Capabilities
Rem ==================================================================

connect OE/OE;
set serveroutput on;

Rem
Rem Get propagation schedule information & statistics 
Rem

Rem get averages
select avg_time, avg_number, avg_size from user_queue_schedules;

Rem get totals
select total_time, total_number, total_bytes from user_queue_schedules;

Rem get status information of schedule (present only when active)
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select process_name, session_id, instance, schedule_disabled 
        from user_queue_schedules;

Rem get information about last and next execution
select last_run_date, last_run_time, next_run_date, next_run_time
        from user_queue_schedules;

Rem get last error information if any
select failures, last_error_msg, last_error_date, last_error_time 
        from user_queue_schedules;

Rem disable propagation schedule for booked orders

execute dbms_aqadm.disable_propagation_schedule(queue_name => 'OE_bookedorders_
que');
execute dbms_lock.sleep(30);
select schedule_disabled from user_queue_schedules;

Rem alter propagation schedule for booked orders to execute every 
Rem 15 mins (900 seconds) for a window duration of 300 seconds

begin
dbms_aqadm.alter_propagation_schedule(  
        queue_name => 'OE_bookedorders_que',    
        duration => 300,                        
        next_time => 'SYSDATE + 900/86400',     
        latency => 25);
end;
/

execute dbms_lock.sleep(30);
select next_time, latency, propagation_window from user_queue_schedules;

Rem enable propagation schedule for booked orders

execute dbms_aqadm.enable_propagation_schedule(queue_name => 'OE_bookedorders_que');
execute dbms_lock.sleep(30);
select schedule_disabled from user_queue_schedules;

Rem unschedule propagation for booked orders

execute dbms_aqadm.unschedule_propagation(queue_name => 'OE.OE_bookedorders_que');

set echo on;

Rem ==================================================================
Rem                       Illustrating Message Grouping
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Rem ==================================================================

Rem Login into boladm account
set echo on;
connect boladm/boladm;
set serveroutput on;

Rem now create a procedure to handle order entry
create or replace procedure new_order_enq(book_title   in varchar2,
                                          book_qty     in number,
                                          order_num    in number,
                                          cust_state   in varchar2) as

OE_enq_order_data        BOLADM.order_typ;
OE_enq_cust_data         BOLADM.customer_typ;
OE_enq_book_data         BOLADM.book_typ;
OE_enq_item_data         BOLADM.orderitem_typ;
OE_enq_item_list         BOLADM.orderitemlist_vartyp;
enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t;
msgprop                  dbms_aq.message_properties_t;
enq_msgid                raw(16);
 
begin
 
        OE_enq_cust_data := BOLADM.customer_typ(NULL, NULL, NULL, NULL,
                                cust_state, NULL, NULL);
        OE_enq_book_data := BOLADM.book_typ(book_title, NULL, NULL, NULL);
        OE_enq_item_data := BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL);
        OE_enq_item_list := BOLADM.orderitemlist_vartyp(
                                BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL));
        OE_enq_order_data := BOLADM.order_typ(order_num, NULL, 
                                NULL, NULL,
                                OE_enq_cust_data, NULL, 
                                OE_enq_item_list, NULL);
        dbms_aq.enqueue('OE.OE_neworders_que', enqopt, msgprop, 
                        OE_enq_order_data, enq_msgid);
end;
/
show errors;

Rem now create a procedure to handle order enqueue
create or replace procedure same_order_enq(book_title   in varchar2,
                                           book_qty     in number) as

OE_enq_order_data        BOLADM.order_typ;
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OE_enq_book_data         BOLADM.book_typ;
OE_enq_item_data         BOLADM.orderitem_typ;
OE_enq_item_list         BOLADM.orderitemlist_vartyp;
enqopt                   dbms_aq.enqueue_options_t;
msgprop                  dbms_aq.message_properties_t;
enq_msgid                raw(16);
 
begin
 
        OE_enq_book_data := BOLADM.book_typ(book_title, NULL, NULL, NULL);
        OE_enq_item_data := BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL);
        OE_enq_item_list := BOLADM.orderitemlist_vartyp(
                                BOLADM.orderitem_typ(book_qty, 
                                OE_enq_book_data, NULL));
        OE_enq_order_data := BOLADM.order_typ(NULL, NULL, 
                                NULL, NULL,
                                NULL, NULL, 
                                OE_enq_item_list, NULL);
        dbms_aq.enqueue('OE.OE_neworders_que', enqopt, msgprop, 
                        OE_enq_order_data, enq_msgid);
end;
/
show errors;

grant execute on new_order_enq to OE;
grant execute on same_order_enq to OE;

Rem now create a procedure to get new orders by dequeuing
create or replace procedure get_new_orders as

deq_cust_data            BOLADM.customer_typ;
deq_book_data            BOLADM.book_typ;
deq_item_data            BOLADM.orderitem_typ;
deq_msgid                RAW(16);
dopt                     dbms_aq.dequeue_options_t;
mprop                    dbms_aq.message_properties_t;
deq_order_data           BOLADM.order_typ;
qname                    varchar2(30);
no_messages              exception;
end_of_group             exception;
pragma exception_init    (no_messages, -25228);
pragma exception_init    (end_of_group, -25235);
new_orders               BOOLEAN := TRUE;

begin
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        dopt.wait := 1;
        dopt.navigation := DBMS_AQ.FIRST_MESSAGE; 
        qname := 'OE.OE_neworders_que';
        WHILE (new_orders) LOOP
          BEGIN
            LOOP
                BEGIN
                    dbms_aq.dequeue(
                        queue_name => qname,
                        dequeue_options => dopt,
                        message_properties => mprop,
                        payload => deq_order_data,
                        msgid => deq_msgid);
        
                    deq_item_data := deq_order_data.items(1);
                    deq_book_data := deq_item_data.item;
                    deq_cust_data := deq_order_data.customer;

                    IF (deq_cust_data IS NOT NULL) THEN
                      dbms_output.put_line(' **** NEXT ORDER **** '); 
                      dbms_output.put_line('order_num: ' || 
                                deq_order_data.orderno);
                      dbms_output.put_line('ship_state: ' || 
                                deq_cust_data.state);
                    END IF;
                    dbms_output.put_line(' ---- next book ---- '); 
                    dbms_output.put_line(' book_title: ' || 
                                deq_book_data.title || 
                                ' quantity: ' || deq_item_data.quantity);
                EXCEPTION
                    WHEN end_of_group THEN
                      dbms_output.put_line ('*** END OF ORDER ***');
                      commit;
                      dopt.navigation := DBMS_AQ.NEXT_TRANSACTION;
                END;
            END LOOP;
          EXCEPTION
            WHEN no_messages THEN
                 dbms_output.put_line (' ---- NO MORE NEW ORDERS ---- ');
                 new_orders := FALSE;
          END;
        END LOOP;

end;
/

show errors;
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grant execute on get_new_orders to OE;

Rem Login into OE account
connect OE/OE;
set serveroutput on;

Rem
Rem Enqueue some orders using message grouping into OE_neworders_que
Rem 

Rem First Order
execute BOLADM.new_order_enq('My First   Book', 1, 1001, 'CA');
execute BOLADM.same_order_enq('My Second  Book', 2);
commit;
/

Rem Second Order
execute BOLADM.new_order_enq('My Third   Book', 1, 1002, 'WA');
commit;
/

Rem Third Order
execute BOLADM.new_order_enq('My Fourth  Book', 1, 1003, 'NV');
execute BOLADM.same_order_enq('My Fifth   Book', 3);
execute BOLADM.same_order_enq('My Sixth   Book', 2);
commit;
/

Rem Fourth Order
execute BOLADM.new_order_enq('My Seventh Book', 1, 1004, 'MA');
execute BOLADM.same_order_enq('My Eighth  Book', 3);
execute BOLADM.same_order_enq('My Ninth   Book', 2);
commit;
/

Rem
Rem Dequeue the neworders
Rem

execute BOLADM.get_new_orders;
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tkaqdocc.sql: クリクリクリクリーーーーンアンアンアンアッッッップ用プ用プ用プ用ススススクリクリクリクリププププトトトト

Rem
Rem $Header: tkaqdocc.sql 26-jan-99.17:51:05 aquser1 Exp $
Rem
Rem tkaqdocc.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998, 1999. All Rights Reserved.
Rem
Rem    NAME
Rem      tkaqdocc.sql - <one-line expansion of the name>
Rem

set echo on;
connect system/manager
set serveroutput on;

drop user WS cascade;
drop user ES cascade;
drop user OS cascade;
drop user CB cascade;
drop user CBADM cascade;
drop user CS cascade;
drop user OE cascade;
drop user boladm cascade;
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