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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle8i、リリース 8.1.5プログラムに付属の Oracleパッケージにつ
いて説明します。このマニュアルの情報は、すべてのプラットフォームで実行される Oracle 
Serverの各バージョンに対して適用され、システム固有の情報は含まれていません。 

この章では、次の項目について説明します。 

■ パッケージの概要

■ 対象読者

■ 関連マニュアル

■ 表記規則
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パッケージの概要パッケージの概要パッケージの概要パッケージの概要
パッケージとは、論理的に関連している PL/SQLの型、アイテムおよびサブプログラムをグ
ループ化するスキーマ・オブジェクトです。パッケージには通常、仕様部と本体の 2つの部
分があります（本体は必要ない場合もあります）。仕様部はアプリケーションへのインタ
フェースで、使用可能な型、変数、定数、例外、カーソルおよびサブプログラムを宣言しま
す。本体はカーソルとサブプログラムを完全に定義し、仕様部を完全にインプリメントしま
す。 

パッケージは、サブプログラムとは異なり、コールしたり、パラメータ化したり、ネスト化
することはできません。ただし、パッケージの書式は、サブプログラムと類似しています。 

CREATE PACKAGE name AS  -- specification (visible part)
   -- public type and item declarations
   -- subprogram specifications
END [name];

CREATE PACKAGE BODY name AS  -- body (hidden part)
   -- private type and item declarations
   -- subprogram bodies
[BEGIN
   -- initialization statements]
END [name];

仕様部は、アプリケーションで参照できるパブリック宣言を含んでいます。本体は、インプ
リメンテーションの詳細とプライベート宣言を含んでいます。これらはアプリケーションか
らは参照できません。

パッケージ本体へのインタフェース（パッケージ仕様部）を変更せずに、パッケージ本体を
デバッグ、拡張および置換できます。 

パッケージを作成し、Oracleデータベースに格納するためには、CREATE PACKAGEおよび
CREATE PACKAGE BODY文を使用します。これらの文は、SQL*Plusまたは Enterprise 
Managerから対話形式で実行できます。 

アプリケーションから参照およびアクセスできるのは、パッケージ仕様部の宣言部のみで
す。パッケージ本体にあるインプリメンテーションの詳細は参照およびアクセスできませ
ん。このため、本体（インプリメンテーション）は、コール側のプログラムを再コンパイル
せずに変更できます。 

パッケージを使用する利点には、モジュール性、容易なアプリケーション設計、情報の非公
開、機能性の追加およびパフォーマンスの向上などがあります。 
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、Oracleパッケージを使用する、または Oracleパッケージを使用する予
定があるすべてのユーザーを対象にしています。また、システム・アナリスト、プロジェク
ト・マネージャ、およびデータベース・アプリケーションの開発やチューニングを行う予定
があるユーザーにも有効です。 

このマニュアルでは、読者がアプリケーション・プログラミングに関する作業知識があり、
リレーショナル・データベース・システムの情報にアクセスするための構造化問合せ言語
（SQL）の使用経験が十分にあることを前提としています。 

一部の項では、オブジェクト指向プログラミングの基本概念を理解していることも前提とし
ています。

関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル
詳細は、Oracle8iマニュアル・セットにある次のマニュアルを参照してください。

■ 『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド 基礎編』

■ 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
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表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記表記表記表記 意味意味意味意味

. . . 省略符号が文またはコマンド内で使用されている場合は、例に直接関係
のない部分が省略されていることを示します。

英大文字のテキスト パッケージ名、コマンド・キーワード、データベース・オブジェクト名
およびファイル名などを強調するために使用します。 

コード例 SQL、Oracle Enterprise Manager行モード（Server Manager）および
SQL*Plusのコマンドまたは文は、クーリエ・フォントで表示されます。 

例 :

INSERT INTO emp (empno, ename) VALUES (1000, 'SMITH'); 
ALTER TABLESPACE users ADD DATAFILE 'users2.ora' SIZE 50K; 

< >  山カッコは、ユーザーが指定する必要のある名前を示します。

[ ] 大カッコは選択が任意の項目を示します。選択肢の中から 1つ選択する
か、または何も入力しなくてもかまいません。

$ ドル記号は、OpenVMSの DIGITAL CommandLanguageプロンプトお
よび Digital UNIXの Bourneシェル・プロンプトを表します。
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DBMS_REPAIR

DBMS_REPAIRには、データ破損修復プロシージャが含まれており、ユーザーは表と索引に
ある破損ブロックを検出して修復できます。可能な場合は破損をつき止め、再構築中または
修復中にオブジェクトの使用を続行することができます。 

注意注意注意注意 : DBMS_REPAIRパッケージは、データベース管理者のみの使用を
目的としています。アプリケーション開発者を対象にした機能ではありま
せん。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DBMS_REPAIRパッケージの使用方法の詳細は、『Oracle8i 管
理者ガイド』を参照してください。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
このパッケージの所有者は SYSです。他のユーザーに実行権限は付与されていません。

列挙型列挙型列挙型列挙型
DBMS_REPAIRパッケージは、パラメータ値の指定に使用するいくつかの列挙定数を定義し
ます。列挙定数にはパッケージ名を接頭辞として付加する必要があります。たとえば、
DBMS_REPAIR.TABLE_OBJECTと記述します。 

表 33-1 は、パラメータと列挙定数の一覧です。 

例外例外例外例外

表表表表 33-1  DBMS_REPAIR の列挙型の列挙型の列挙型の列挙型

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定数定数定数定数

object_type TABLE_OBJECT, INDEX_OBJECT, CLUSTER_OBJECT 

action CREATE_ACTION, DROP_ACTION, PURGE_ACTION 

table_type REPAIR_TABLE, ORPHAN_TABLE 

flags SKIP_FLAG, NOSKIP_FLAG

注意注意注意注意 : デフォルトの table_name は、table_type が REPAIR_TABLE
のときは REPAIR_TABLEで、table_type が ORPHAN_TABLEのときは
ORPHAN_KEY_TABLEです。

表表表表 33-2  DBMS_REPAIR の例外の例外の例外の例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明 アクションアクションアクションアクション

942 指定した表が存在していないと、
DROP_ACTION時に DBMS_
REPAIR.ADMIN_TABLESによって戻
されます。

955 指定した表がすでに存在していると、
DBMS_REPAIR. CREATE_ACTIONに
よって戻されます。

24120 指定した DBMS_REPAIRプロシージャ
に無効なパラメータが渡されました。 

有効なパラメータ値を指定するか、また
はパラメータのデフォルトを使用してく
ださい。 
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24122 ブロック範囲の指定に誤りがあります。 BLOCK_STARTと BLOCK_ENDパラメー
タに正しい値を指定してください。 

24123 指定した機能を使用しようとしました
が、その機能はまだインプリメントさ
れていません。 

この機能は使用しないでください。 

24124 ACTIONパラメータに無効な値が指定
されました。 

ACTIONパラメータには、CREATE_
ACTION、PURGE_ACTIONまたは DROP_
ACTIONのいずれかを指定してください。 

24125 DBMS_REPAIR.CHECK_OBJECTの実行
後に削除または切り捨てられたオブ
ジェクトの破損ブロックを修正しよう
としました。 

DBMS_REPAIR.ADMIN_TABLESで修復表
をパージし、DBMS_REPAIR.CHECK_
OBJECTを実行して、修正対象の破損ブ
ロックがあるかどうかを確認してくださ
い。

24127 CREATE_ACTION以外の ACTIONで
TABLESPACEパラメータが指定されま
した。

CREATE_ACTION以外のアクションの実
行時には、TABLESPACEは指定しないで
ください。 

24128 パーティション化されていないオブ
ジェクトに対して、パーティション名
が指定されました。 

パーティション名は、オブジェクトが
パーティション化されているときのみ指
定してください。 

24129 接頭辞を指定しないで、table_name
パラメータを渡そうとしました。 

有効な table_name パラメータを渡し
てください。  

24130 存在しない修復表または親なし表を指
定しようとしました。 

table_name パラメータに有効な値を指
定してください。 

24131 誤った定義内容の修復表または親なし
表を指定しようとしました。 

正しく作成された表を参照する表名を指
定してください。 

24132 30文字を超える表名を指定しようとし
ました。

table_name パラメータに有効な値を指
定してください。

表表表表 33-2  DBMS_REPAIR の例外の例外の例外の例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明 アクションアクションアクションアクション
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

ADMIN_TABLESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBMS_REPAIRパッケージの修復表と親なしキー表に対する管理ファ
ンクションを提供します。

構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.ADMIN_TABLES (
   table_name IN   VARCHAR2,
   table_type IN   BINARY_INTEGER,
   action     IN   BINARY_INTEGER,
   tablespace IN   VARCHAR2        DEFAULT NULL);

表表表表 33-3  DBMS_REPAIR パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

ADMIN_TABLESプロシージャ
（33-4 ページ）

DBMS_REPAIRパッケージの修復表と親なしキー表に対して、
作成、パージおよび削除処理を実行する管理ファンクション
を提供します。

CHECK_OBJECTプロシージャ
（33-5 ページ）

表または索引の破損を検出し、レポートします。

DUMP_ORPHAN_KEYSプロシージャ
（33-7 ページ）

破損データ・ブロック内の行を指す索引エントリをレポート
します。

FIX_CORRUPT_BLOCKSプロシー
ジャ（33-9 ページ）

CHECK_OBJECTによって破損が検出されたブロックにソフト
ウェア破損のマークを付けます。

REBUILD_FREELISTSプロシージャ
（33-10 ページ）

オブジェクトの空きリストを再作成します。

SKIP_CORRUPT_BLOCKSプロシー
ジャ（33-11 ページ）

表と索引のスキャン時に破損マークのあるブロックを無視す
るか、または破損マークのあるブロックが検出された場合に
ORA-1578 をレポートするかを設定します。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

CHECK_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したオブジェクトをチェックし、破損と修復指示に関する情報を
修復表に移入します。

妥当性チェックでは、オブジェクト内のすべてのブロックがチェックされます。オブジェク
トの一部をチェック対象とする場合は、オプションで、DBA範囲、パーティション名また
はサブパーティション名を指定することもできます。

表表表表 33-4  ADMIN_TABLES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

table_name 処理する表の名前。指定した table_type に基づいて、
ORPHAN_KEY_TABLEまたは REPAIR_TABLEをデフォルト設定し
ます。指定するときは、適切な接頭辞（ORPHAN_または
REPAIR_）が表名に必要です。 

table_type 表の型。ORPHAN_TABLEまたは REPAIR_TABLEのいずれかで
す。

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

action 実行する管理アクションを示します。

CREATE_ACTION、PURGE_ACTIONまたは DROP_ACTIONのいず
れかです。CREATE_ACTIONの指定時に、表がすでに存在してい
るとエラーが戻されます。PURGE_ACTIONを指定すると、存在し
ないオブジェクトに関連付けられている表内の行はすべて削除さ
れます。DROP_ACTIONの指定時に、表が存在していないとエ
ラーが戻されます。 

CREATE_ACTIONと DROP_ACTIONを指定すると、DBA_
<table_name> という名前の関連ビューが、それぞれ作成され、
削除されます。このビューは、存在しないオブジェクトに関連付
けられている行を排除するように定義されています。 

SYSスキーマ内に作成されます。 

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

tablespace 表の作成時に使用する表領域を示します。

デフォルトでは、SYSのデフォルト表領域が使用されます。
CREATE_ACTION以外のときに表領域を指定するとエラーが戻さ
れます。 
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.CHECK_OBJECT (
   schema_name       IN  VARCHAR2,
   object_name       IN  VARCHAR2,
   partition_name    IN  VARCHAR2       DEFAULT NULL,
   object_type       IN  BINARY_INTEGER DEFAULT TABLE_OBJECT,
   repair_table_name IN  VARCHAR2       DEFAULT 'REPAIR_TABLE',
   flags             IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   relative_fno      IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   block_start       IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   block_end         IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   corrupt_count     OUT BINARY_INTEGER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 33-5  CHECK_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema_name チェックするオブジェクトのスキーマ名。

object_name チェックする表または索引の名前。

partition_name チェックするパーティションまたはサブパーティションの名前。

パーティション・オブジェクトで、partition_name が指定さ
れていない場合は、すべてのパーティションとサブパーティショ
ンがチェックされます。パーティション・オブジェクトで、指定
したパーティションにサブパーティションが含まれている場合は、
すべてのサブパーティションがチェックされます。 

object_type 処理するオブジェクトの型。TABLE_OBJECT（デフォルト）また
は INDEX_OBJECTのいずれかです。 

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

repair_table_name 情報を移入する修復表の名前。

この表は、SYSスキーマに存在している必要があります。修復表
を作成するには、admin_tables プロシージャを使用します。デ
フォルト名は REPAIR_TABLEです。 

flags 将来使用のために確保。

relative_fno 相対ファイル番号。ブロック範囲の指定時に使用します。

block_start ブロック範囲を指定する場合に、最初に処理するブロックを指定
します。オブジェクトが単一表、パーティションまたはサブパー
ティションの場合のみ指定できます。 
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サブプログラムの要約
DUMP_ORPHAN_KEYSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、破損データ・ブロック内の行を指す索引エントリをレポートします。
検出された該当索引エントリごとに、指定した親なし表に行が挿入されます。 

修復表が指定されている場合は、ソフトウェア破損のマークがあるすべてのデータ・ブロッ
クの他に、実表に関連付けられている破損ブロックが処理されます。修復表が指定されてい
ない場合は、破損マークのあるブロックのみ処理されます。 

この情報は、表内で失われた行を再構築する場合や診断の目的に使用されます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.DUMP_ORPHAN_KEYS (
   schema_name       IN  VARCHAR2,
   object_name       IN  VARCHAR2,
   partition_name    IN  VARCHAR2       DEFAULT NULL,
   object_type       IN  BINARY_INTEGER DEFAULT INDEX_OBJECT,
   repair_table_name IN  VARCHAR2       DEFAULT 'REPAIR_TABLE',
   orphan_table_name IN  VARCHAR2       DEFAULT 'ORPHAN_KEYS_TABLE',
   flags             IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   key_count         OUT BINARY_INTEGER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

block_end ブロック範囲を指定する場合に、最後に処理するブロックを指定
します。オブジェクトが単一表、パーティションまたはサブパー
ティションの場合のみ指定できます。block_start または
block_end のいずれか一方のみ指定した場合、他方の値は、
ファイル内の第 1ブロックまたは最終ブロックにそれぞれデフォ
ルト設定されます。 

corrupt_count レポートされた破損数。

表表表表 33-6  DUMP_ORPHAN_KEYS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema_name スキーマ名。

object_name オブジェクト名。

表表表表 33-5  CHECK_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
partition_name 処理するパーティションまたはサブパーティションの名前。

パーティション・オブジェクトの場合に、partition_name を
指定しない場合は、すべてのパーティションとサブパーティショ
ンが処理されます。パーティション・オブジェクトの場合に、指
定したパーティションにサブパーティションが含まれている場合
は、すべてのサブパーティションが処理されます。 

object_type 処理するオブジェクトの型。デフォルトは INDEX_OBJECTです。

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

repair_table_name 実表の破損ブロックに関する情報を含んだ修復表の名前。

指定した表は、SYSスキーマに存在している必要があります。表
を作成するには、admin_tables プロシージャを使用します。 

orphan_table_name 破損データ・ブロック内の行を参照する各索引エントリに関する
情報を移入する親なしキー表の名前。

指定した表は、SYSスキーマに存在している必要があります。表
を作成するには、admin_tables プロシージャを使用します。 

flags 将来使用のために確保。

key_count 処理された索引エントリ数。

表表表表 33-6  DUMP_ORPHAN_KEYS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
FIX_CORRUPT_BLOCKSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、check_object プロシージャによって事前に生成された修復表の情
報に基づいて、指定したオブジェクト内の破損ブロックを修正します。 

ブロックに変更を加える前に、そのブロックがまだ破損状態であることを確認するチェック
が行われます。破損ブロックは、そのブロックにソフトウェア破損のマークを付けることに
よって修復されます。修復が有効になると、修復表内の関連行が修正タイムスタンプで更新
されます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.FIX_CORRUPT_BLOCKS (
   schema_name       IN  VARCHAR2,
   object_name       IN  VARCHAR2,
   partition_name    IN  VARCHAR2       DEFAULT NULL, 
   object_type       IN  BINARY_INTEGER DEFAULT TABLE_OBJECT,
   repair_table_name IN  VARCHAR2       DEFAULT 'REPAIR_TABLE',
   flags             IN  BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   fix_count         OUT BINARY_INTEGER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 33-7  FIX_CORRUPT_BLOCKS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema_name スキーマ名。

object_name 修正対象の破損ブロックがあるオブジェクトの名前。

partition_name 処理するパーティションまたはサブパーティションの名前。 

パーティション・オブジェクトの場合に、partition_name を
指定しない場合は、すべてのパーティションとサブパーティショ
ンが処理されます。パーティション・オブジェクトの場合に、指
定したパーティションにサブパーティションが含まれている場合
は、すべてのサブパーティションが処理されます。 

object_type 処理するオブジェクトの型。TABLE_OBJECT（デフォルト）また
は INDEX_OBJECTのいずれかです。 

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

repair_table_name 修復指示を含んだ修復表の名前。

SYSスキーマに存在している必要があります。 

flags 将来使用のために確保。

fix_count 修正されたブロック数。
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サブプログラムの要約
REBUILD_FREELISTSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したオブジェクトの空きリストを再作成します。すべての空きブ
ロックは、マスター空きリストに格納されます。その他の空きリストはすべてゼロになりま
す。 

オブジェクトに複数の空きリスト・グループがある場合、空きブロックは、ラウンドロビン
方式で異なるグループに割り当てられ、すべての空きリスト間に配分されます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.REBUILD_FREELISTS (
   schema_name    IN VARCHAR2,   
   partition_name IN VARCHAR2       DEFAULT NULL,
   object_type    IN BINARY_INTEGER DEFAULT TABLE_OBJECT);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 33-8  REBUILD_FREELISTS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema_name スキーマ名。

object_name 空きリストを再作成するオブジェクトの名前。

partition_name 空きリストを再作成するパーティションまたはサブパーティショ
ンの名前。

パーティション・オブジェクトの場合に partition_nameを指定し
ない場合は、すべてのパーティションとサブパーティションが処
理されます。パーティション・オブジェクトので、指定したパー
ティションにサブパーティションが含まれている場合は、すべて
のサブパーティションが処理されます。 

object_type 処理するオブジェクトの型。TABLE_OBJECT（デフォルト）また
は INDEX_OBJECTのいずれかです。

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。
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サブプログラムの要約
SKIP_CORRUPT_BLOCKSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したオブジェクトの索引と表のスキャン時に、破損ブロックのス
キップを使用可能または使用禁止にします。 

オブジェクトが表のときは、スキップが表とその索引に適用されます。オブジェクトがクラ
スタのときは、クラスタ内のすべての表とその各索引に適用されます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPAIR.SKIP_CORRUPT_BLOCKS (
   schema_name IN VARCHAR2,
   object_name IN VARCHAR2,
   object_type IN BINARY_INTEGER DEFAULT TABLE_OBJECT,
   flags       IN BINARY_INTEGER DEFAULT SKIP_FLAG);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 33-9  SKIP_CORRUPT_BLOCKS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema_name 処理するオブジェクトのスキーマ名。

object_name オブジェクトの名前。

partition_name 
(optional)

処理するパーティションまたはサブパーティションの名前。 

パーティション・オブジェクトで、partition_name を指定し
ない場合は、すべてのパーティションとサブパーティションが処
理されます。パーティション・オブジェクトで、指定したパー
ティションにサブパーティションが含まれている場合は、すべて
のサブパーティションが処理されます。

object_type 処理するオブジェクトの型。TABLE_OBJECT（デフォルト）また
は CLUSTER_OBJECTのいずれかです。

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。

flags SKIP_FLAGを指定すると、索引と表のスキャン時に、そのオブ
ジェクトのソフトウェア破損ブロックのスキップがオンになりま
す。NOSKIP_FLAGを指定すると、ソフトウェア破損ブロックが
検出されたときに、ORA-1578 エラーが戻されます。

「列挙型」（33-2ページ）を参照してください。
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サブプログラムの要約
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34

DBMS_REPCAT

DBMS_REPCATは、レプリケーション・カタログとレプリケーション環境を管理および更新
するためのルーチンを提供します。 
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 34-1  DBMS_REPCAT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

ADD_GROUPED_COLUMNプロシー
ジャ（34-5 ページ）

既存の列グループにメンバーを追加します。

ADD_MASTER_DATABASEプロシー
ジャ（34-7 ページ）

レプリケート環境に別のマスター・サイトを追加します。 

ADD_PRIORITY_datatype プロシー
ジャ（34-8 ページ）

優先順位グループにメンバーを追加します。 

ADD_SITE_PRIORITY_SITE プロ
シージャ（34-9 ページ）

サイト優先順位グループに新規サイトを追加します。

ADD_conflicttype_RESOLUTION
プロシージャ（34-10 ページ）

更新、削除または一意性の競合の解消方法を指定します。

ALTER_MASTER_PROPAGATIONプロ
シージャ（34-14 ページ）

指定したマスター・サイトで指定したオブジェクト・グルー
プの伝播方法を変更します。

ALTER_MASTER_REPOBJECTプロ
シージャ（34-15 ページ）

レプリケート環境内のオブジェクトを変更します。

ALTER_PRIORITYプロシージャ
（34-17 ページ）

指定した優先順位グループ・メンバーに関連付けられている
優先順位レベルを変更します。

ALTER_PRIORITY_datatype プロ
シージャ（34-18 ページ）

優先順位グループ内のメンバーの値を変更します。

ALTER_SITE_PRIORITYプロシー
ジャ（34-19 ページ）

指定したサイトに関連付けられている優先順位レベルを変更
します。

ALTER_SITE_PRIORITY_SITE プロ
シージャ（34-20 ページ）

指定した優先順位レベルに関連付けられているサイトを変更
します。

ALTER_SNAPSHOT_PROPAGATIONプ
ロシージャ（34-21 ページ）

現行スナップショット・サイトで指定したオブジェクト・グ
ループの伝播方法を変更します。

CANCEL_STATISTICSプロシージャ
（34-22 ページ）

表の更新競合、一意性競合および削除競合の正常な解消に関
する統計の収集を停止します。

COMMENT_ON_COLUMN_GROUPプロ
シージャ（34-23 ページ）

列グループの RepColumn_Group ビューのコメント・フィー
ルドを更新します。

COMMENT_ON_PRIORITY_
GROUP/PRIORITYプロシージャ
（34-24 ページ）

（サイト）優先順位グループの REPPRIORITY_GROUPビュー
のコメント・フィールドを更新します。 
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COMMENT_ON_REPGROUPプロシー
ジャ（34-25 ページ）

レプリケート・オブジェクト・グループの REPGROUPビュー
のコメント・フィールドを更新します。 

COMMENT_ON_REPSITESプロシー
ジャ（34-26 ページ）

レプリケート・サイトの RepSite ビューのコメント・
フィールドを更新します。

COMMENT_ON_REPOBJECTプロシー
ジャ（34-27 ページ）

レプリケート・オブジェクトの RepObject ビューのコメン
ト・フィールドを更新します。

COMMENT_ON_conflicttype_
RESOLUTIONプロシージャ
（34-28 ページ）

競合解消ルーチンの RepResolution ビューのコメント・
フィールドを更新します。

COMPARE_OLD_VALUESプロシー
ジャ（34-29 ページ）

マスター・サイトとスナップショット・サイトでレプリケー
ト表の元の列を比較します。

CREATE_MASTER_REPGROUPプロ
シージャ（34-31 ページ）

新規に、空で休止状態のマスター・レプリケーション・オブ
ジェクト・グループを作成します。

CREATE_MASTER_REPOBJECTプロ
シージャ（34-32 ページ）

オブジェクトをレプリケート・オブジェクトとして定義しま
す。

CREATE_SNAPSHOT_REPGROUPプロ
シージャ（34-35 ページ）

ローカル・データベース内に、新規で空のスナップショッ
ト・レプリケーション・オブジェクト・グループを作成しま
す。 

CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECTプ
ロシージャ（34-36 ページ）

スナップショット・サイトにレプリケート・オブジェクトを
追加します。 

DEFINE_COLUMN_GROUPプロシー
ジャ（34-38 ページ）

空の列グループを作成します。

DEFINE_PRIORITY_GROUPプロシー
ジャ（34-39 ページ）

レプリケート・オブジェクト・グループに新規の優先順位グ
ループを作成します。 

DEFINE_SITE_PRIORITY プロシー
ジャ（34-41 ページ）

レプリケート・オブジェクト・グループに新規のサイト優先
順位グループを作成します。 

DO_DEFERRED_REPCAT_ADMINプロ
シージャ（34-41 ページ）

現行マスター・サイトで指定したレプリケート・オブジェク
ト・グループ、またはすべてのマスター・サイトに対する未
処理のローカル遅延管理プロシージャを実行します。

DROP_COLUMN_GROUPプロシージャ
（34-42 ページ）

列グループを削除します。

DROP_GROUPED_COLUMNプロシー
ジャ（34-43 ページ）

列グループからメンバーを削除します。

DROP_MASTER_REPGROUPプロシー
ジャ（34-44 ページ）

現行サイトからレプリケート・オブジェクト・グループを削
除します。

表表表表 34-1  DBMS_REPCAT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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DROP_MASTER_REPOBJECTプロシー
ジャ（34-46 ページ）

レプリケート・オブジェクト・グループからレプリケート・
オブジェクトを削除します。

DROP_PRIORITYプロシージャ
（34-47 ページ）

優先順位レベルに従って優先順位グループのメンバーを削除
します。

DROP_PRIORITY_GROUPプロシー
ジャ（34-47 ページ）

指定したレプリケート・オブジェクト・グループの優先順位
グループを削除します。

DROP_PRIORITY_datatype プロ
シージャ（34-48 ページ）

値による優先順位グループのメンバーを削除します。

DROP_SITE_PRIORITYプロシー
ジャ（34-50 ページ）

指定したレプリケート・オブジェクト・グループのサイト優
先順位グループを削除します。 

DROP_SITE_PRIORITY_SITEプロ
シージャ（34-50 ページ）

サイト優先順位グループから、名前によって指定したサイト
を削除します。 

DROP_SNAPSHOT_REPGROUPプロ
シージャ（34-51 ページ）

レプリケート環境からスナップショット・サイトを削除しま
す。

DROP_SNAPSHOT_REPOBJECTプロ
シージャ（34-52 ページ）

スナップショット・サイトからレプリケート・オブジェクト
を削除します。 

DROP_conflicttype_RESOLUTION
プロシージャ（34-53 ページ）

更新、削除または一意性競合解消ルーチンを削除します。 

EXECUTE_DDLプロシージャ
（34-55 ページ）

各マスター・サイトで実行する DDLを提供します。

GENERATE_REPLICATION_SUPPORT
プロシージャ（34-56 ページ）

レプリケーションのサポートに必要なトリガー、パッケージ
およびプロシージャを生成します。 

GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORTプ
ロシージャ（34-57 ページ）

トリガーを起動し、更新可能スナップショットのレプリケー
ションまたはプロシージャ・レプリケーションのサポートに
必要なパッケージを生成します。

MAKE_COLUMN_GROUPプロシージャ
（34-59 ページ）

1つ以上のメンバーを含んだ新しい列グループを作成します。 

PURGE_MASTER_LOGプロシージャ
（34-60 ページ）

指定した識別番号、発信元またはレプリケート・オブジェク
ト・グループに対応する RepCatLog 内のローカル・メッ
セージを削除します。

PURGE_STATISTICSプロシージャ
（34-61 ページ）

RepResolution_Statistics ビューから情報を削除しま
す。

REFRESH_SNAPSHOT_REPGROUPプ
ロシージャ（34-62 ページ）

スナップショット・サイトのオブジェクト・グループを、関
連するマスター・サイトから最新データでリフレッシュしま
す。 

表表表表 34-1  DBMS_REPCAT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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ADD_GROUPED_COLUMNプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、既存の列グループにメンバーを追加します。このプロシージャは、マ
スター定義サイトからコールする必要があります。

REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUPプ
ロシージャ（34-63 ページ）

repcat_repsite の挿入、変更および削除を行うことに
よって、それぞれのマスター・サイトのスナップショット管
理を容易にします。

REGISTER_STATISTICSプロシー
ジャ（34-64 ページ）

表の更新競合、削除競合および一意性競合の正常な解消に関
する情報を収集します。

RELOCATE_MASTERDEFプロシー
ジャ（34-65 ページ）

マスター定義サイトをレプリケート環境内の別のマスター・
サイトに変更します。

REMOVE_MASTER_DATABASESプロ
シージャ（34-66 ページ）

レプリケート環境から 1つ以上のマスター・データベースを
削除します。 

REPCAT_IMPORT_CHECKプロシー
ジャ（34-67 ページ）

レプリケート・オブジェクトまたはアドバンスト・レプリ
ケーション機能で使用されるオブジェクトのエクスポートま
たはインポートの実行後、レプリケート・オブジェクト・グ
ループ内のオブジェクトの識別子と状態値が適切かどうかを
確認します。

RESUME_MASTER_ACTIVITYプロ
シージャ（34-68 ページ）

レプリケート環境の休止後、通常のレプリケーション・アク
ティビティを再開します。

SEND_OLD_VALUESプロシージャ
（34-69 ページ）

マスター・サイトとスナップショット・サイトでレプリケー
ト表の元の列を送信します。

SET_COLUMNSプロシージャ
（34-71 ページ）

行レベル・レプリケーションの使用時に、表のどの列を比較
するかを判断します。

SUSPEND_MASTER_ACTIVITYプロ
シージャ（34-72 ページ）

オブジェクト・グループのレプリケーション・アクティビ
ティを中断します。

SWITCH_SNAPSHOT_MASTERプロ
シージャ（34-73 ページ）

スナップショット・レプリケート・オブジェクトのマス
ター・データベースを別のマスター・サイトに変更します。 

UNREGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP
プロシージャ（34-74 ページ）

repcat$_repsite の挿入、変更および削除を行うことに
よって、それぞれのマスター・サイトのスナップショット管
理を容易にします。

VALIDATEファンクション
（34-75 ページ）

複数マスター・レプリケーション環境のキー状態が正しいか
どうかを検証します。 

WAIT_MASTER_LOGプロシージャ
（34-77 ページ）

マスター・サイトに非同期で伝播された変更内容が適用され
たかどうかを判断します。

表表表表 34-1  DBMS_REPCAT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ADD_GROUPED_COLUMN ( 
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   column_group          IN   VARCHAR2,
   list_of_column_names  IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-2  ADD_GROUPED_COLUMN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマ。

oname 列グループが関連付けられているレプリケート表の名前。

column_group メンバーを追加する列グループの名前。

list_of_column_names 指定した列グループに追加する列の名前。列名は、名前のカンマで区
切られたリストまたは PL/SQL表のいずれかで示します。PL/SQL表
は dbms_repcat .varchar2 型にしてください。表内のすべての列を
含んだ列グループを作成するには、単一の値 '*'を使用します。

表表表表 34-3  ADD_GROUPED_COLUMN プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定した表が存在しません。

missinggroup 指定した列グループが存在しません。

missingcolumn 指定した列が、指定した表内に存在していません。

duplicatecolumn 指定した列は、すでに別の列グループのメンバーです。

missingschema 指定したスキーマが存在しません。

notquiesced 指定した表が属するオブジェクト・グループが休止状態ではありませ
ん。
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ADD_MASTER_DATABASEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート環境に別のマスター・サイトを追加します。また、すべ
てのトリガーと関連するパッケージを既存のマスター・サイトで再生成します。このプロ
シージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ADD_MASTER_DATABASE (
   gname                 IN   VARCHAR2,
   master                IN   VARCHAR2, 
   use_existing_objects  IN   BOOLEAN  := TRUE, 
   copy_rows             IN   BOOLEAN  := TRUE,
   comment               IN   VARCHAR2 := '',
   propagation_mode      IN   VARCHAR2 := 'ASYNCHRONOUS',
   fname                 IN   VARCHAR2 := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-4  ADD_MASTER_DATABASE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケートするオブジェクト・グループの名前。このオブジェク
ト・グループは、マスター定義サイトにすでに存在している必要があ
ります。 

master 新規マスター・データベースの完全修飾データベース名。

use_existing_objects スキーマ内にすでに存在するオブジェクトと同じ型、同じ形式のオブ
ジェクトを、新規マスター・サイトで再使用する場合は、TRUEを指
定します。これらの変更内容の適用方法の詳細は、『Oracle8i レプリ
ケーション・ガイド』の「マルチマスタ・レプリケーションの使用方
法」を参照してください。

copy_rows 新規マスター・サイトの表の初期の内容を、マスター定義サイトの表
の内容と一致させる場合は TRUEを指定します。

comment RepSites ビューの MASTER_COMMENTフィールドに追加されるコメ
ント。

propagation_mode 新規マスター・データベースとの間の変更内容の送受信方法を示しま
す。指定できる値は SYNCHRONOUSと ASYNCHRONOUSです。

fname 内部使用のためのシステム・パラメータ。オラクル社カスタマ・サ
ポートから指示がない限り、このパラメータは設定しないでくださ
い。
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例外例外例外例外

ADD_PRIORITY_datatypeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、優先順位グループにメンバーを追加します。このプロシージャは、マ
スター定義サイトからコールする必要があります。コールする必要があるプロシージャは、
priority 列のデータ型によって決まります。このプロシージャは、priority 列の有効な
値ごとに 1回ずつコールしてください。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ADD_PRIORITY_datatype  (
   gname              IN   VARCHAR2, 
   pgroup             IN   VARCHAR2, 
   value              IN   datatype , 
   priority           IN   NUMBER);

datatype には次のいずれかを指定します。

{ NUMBER
| VARCHAR2
| CHAR
| DATE
| RAW
| NCHAR
| NVARCHAR2 }

表表表表 34-5  ADD_MASTER_DATABASE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが中断されていません。

missingrepgroup オブジェクト・グループが、指定したデータベース・サイトに存在し
ていません。

commfailure 新規マスターにアクセスできません。

typefailure 伝播モードの指定に誤りがあります。

notcompat 互換モードは 7.3.0.0以上であることが必要です。

duplrepgrp マスター・サイトがすでに存在します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

ADD_SITE_PRIORITY_SITEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、サイト優先順位グループに新規サイトを追加します。このプロシー
ジャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

表表表表 34-6  ADD_PRIORITY_datatype プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループを作成するレプリケート・オブジェクト・グルー
プ。

pgroup 優先順位グループの名前。

value 優先順位グループ・メンバーの値。この値は、この優先順位グループ
を使用している表の priority 列に関連した値となる可能性があり
ます。

priority この値の優先順位。数値が大きいほど優先順位は高くなります。

表表表表 34-7  ADD_PRIORITY_datatype プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

duplicatevalue 指定した値が優先順位グループ内にすでに存在しています。

duplicatepriority 指定した優先順位が優先順位グループ内にすでに存在しています。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。

typefailure 優先順位グループに対して指定した値のデータ型が正しくありませ
ん。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ADD_SITE_PRIORITY_SITE (
   gname          IN   VARCHAR2, 
   name           IN   VARCHAR2,
   site           IN   VARCHAR2,
   priority       IN   NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

ADD_conflicttype_RESOLUTIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、更新、削除または一意性の競合の解消方法を指定します。このプロ
シージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。コールする必要があるプ
ロシージャは、そのルーチンが解消する競合の型によって決まります。

表表表表 34-8  ADD_SITE_PRIORITY_SITE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイトをグループに追加するレプリケート・オブジェクト・グルー
プ。

name メンバーを追加するサイト優先順位グループの名前。

site 追加するサイトのグローバル・データベース名。

priority 追加するサイトの優先順位レベル。数値が大きいほど優先順位レベル
は高くなります。

表表表表 34-9  ADD_SITE_PRIORITY_SITE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingpriority 指定したサイト優先順位グループが存在しません。

duplicatepriority 指定した優先順位レベルが、グループ内の別のサイト用にすでに存在
しています。

duplicatevalue 指定したサイトが、サイト優先順位グループ内にすでに存在していま
す。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ADD_UPDATE_RESOLUTION (
   sname                  IN   VARCHAR2, 
   oname                  IN   VARCHAR2, 
   column_group           IN   VARCHAR2,
   sequence_no            IN   NUMBER,
   method                 IN   VARCHAR2, 
   parameter_column_name  IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S, 
   priority_group         IN   VARCHAR2     := NULL,
   function_name          IN   VARCHAR2     := NULL,
   comment                IN   VARCHAR2     := NULL);

DBMS_REPCAT.ADD_DELETE_RESOLUTION (
   sname                  IN   VARCHAR2, 
   oname                  IN   VARCHAR2, 
   sequence_no            IN   NUMBER,
   parameter_column_name  IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S, 
   function_name          IN   VARCHAR2,
   comment                IN   VARCHAR2     := NULL,
   method                 IN   VARCHAR2     := 'USER FUNCTION');

DBMS_REPCAT.ADD_UNIQUE_RESOLUTION(
   sname                 IN   VARCHAR2, 
   oname                 IN   VARCHAR2, 
   constraint_name       IN   VARCHAR2,
   sequence_no           IN   NUMBER,
   method                IN   VARCHAR2, 
   parameter_column_name IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S, 
   function_name         IN   VARCHAR2     := NULL,
   comment               IN   VARCHAR2     := NULL);

競合の型競合の型競合の型競合の型 プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名

更新 ADD_UPDATE_RESOLUTION

一意性 ADD_UNIQUE_RESOLUTION

削除 ADD_DELETE_RESOLUTION

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 更新競合の解消方法の指定、一意性競合の解消方法の選択、
および削除競合の解消方法の割当てに関する詳細は、『Oracle8i レプリ
ケーション・ガイド』の「競合の解消」を参照してください。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-10  ADD_conflicttype _RESOLUTION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケートする表が含まれているスキーマの名前。

oname 競合解消ルーチンを追加する表の名前。

column_group 競合解消ルーチンを追加する列グループの名前。更新競合解消ルーチ
ンのみが列グループを必要とします。

constraint_name 競合解消ルーチンを追加する一意制約または一意索引の名前。一意索
引の名前が関連する一意制約の名前と異なる場合は、一意索引の名前
を使用します。一意性競合解消ルーチンのみが制約名を必要としま
す。

sequence_no 指定した競合解消方法を適用する順序。

method 作成する競合解消ルーチンの型。アドバンスト・レプリケーションで
提供されている標準ルーチンのいずれかの名前を指定できます。また
は、独自のルーチンを作成している場合は、USER FUNCTIONを選択
し、FUNCTION_NAME引数にそのルーチン名を指定してください。 

このリリースでサポートされている方法は、MINIMUM、MAXIMUM、
LATEST TIMESTAMP、EARLIEST TIMESTAMP、ADDITIVE , 
AVERAGE、PRIORITY GROUP、SITE  PRIORITY、OVERWRITE、
DISCARD（以上更新競合の場合）、および APPEND SITE  NAME、
APPEND SEQUENCE NUMBER、DISCARD（以上一意性競合の場合）で
す。削除競合の標準ルーチンは提供されていません。

parameter_column_
name

競合の解消に使用する列の名前。標準の方法では、単一の列で操作が
行われます。たとえば、列グループに対して LATEST TIMESTAMP方
法を使用している場合は、この引数としてタイムスタンプを含んだ列
の名前を渡す必要があります。USER FUNCTIONを使用している場合
は、任意の数の列を使用して競合を解消できます。 

この引数は、列名のカンマで区切られたリスト、または型 dbms_
repcat.varchar2の PL/SQL表のいずれかを受け入れます。値 '*'は、
競合の解消に表内のすべての列（または更新競合の場合は列グルー
プ）を使用することを意味します。'*'を指定すると、列はユーザー・
ファンクションにアルファベット順で渡されます。

priority_group PRIORITY  GROUPまたは SITE  PRIORITY の更新競合解消方法を使用
している場合は、自分で作成した優先順位グループの名前を指定する
必要があります。 

『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参照して
ください。その他の方法を使用している場合は、この引数のデフォル
ト値 NULLを使用できます。この引数は更新競合の場合のみ適用でき
ます。
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例外例外例外例外

function_name USER FUNCTION方法を選択した場合、または削除競合解消ルーチン
を追加する場合は、自分で作成した競合解消ルーチンの名前を指定す
る必要があります。標準方法の 1つを使用している場合は、この引数
のデフォルト値 NULLを使用できます。

comment RepResolution ビューに追加されるユーザー・コメント。

表表表表 34-11  ADD_conflicttype _RESOLUTION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトは、行レベル・レプリケーションを使用する表
として指定のスキーマ内に存在していません。

missingschema 指定したスキーマが存在しません。

missingcolumn PARAMETER_COLUMN_NAME引数の一部としてユーザーが指定した列
が存在しません。

missinggroup 指定した列グループが存在しません。

missingprioritygroup ユーザーが指定した優先順位グループがその表に存在していません。

invalidmethod ユーザーが指定した解消方法は認識されていません。

invalidparameter PARAMETER_COLUMN_NAME引数に指定した列の数が正しくありませ
ん。（標準ルーチンは列名を 1つしか使用しません。）

missingfunction ユーザーが指定したユーザー・ファンクションが存在しません。

missingconstraint 一意性競合に対してユーザーが指定した制約が存在していません。

notquiesced 指定した表が属するオブジェクト・グループが休止状態ではありませ
ん。

duplicateresolution 指定した競合解消方法は、すでに登録されています。

paramtype 型が、優先順位グループに割り当てられた型と異なります。

表表表表 34-10  ADD_conflicttype _RESOLUTION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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ALTER_MASTER_PROPAGATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したマスター・サイトで指定したオブジェクト・グループの伝播
方法を変更します。オブジェクト・グループは休止状態にしておいてください。このプロ
シージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。マスターが dblink_
list または dblink_table に含まれている場合、そのデータベース・リンクは ALTER_
MASTER_PROPAGATIONによって無視されます。マスターから同じマスター自身への伝播
モードは変更できません。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_MASTER_PROPAGATION (
   gname               IN   VARCHAR2, 
   master              IN   VARCHAR2,
   { dblink_list       IN   VARCHAR2
   | dblink_table      IN   dbms_utility.dblink_array,}
   propagation_mode    IN   VARCHAR2 : ='asynchronous',
   comment             IN   VARCHAR2 := '');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このプロシージャはオーバーロードされています。dblink_list
パラメータと dblink_table パラメータは、両方同時には指定できませ
ん。

表表表表 34-12  ALTER_MASTER_PROPAGATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 伝播モードを変更するオブジェクト・グループの名前。

master 伝播モードを変更するマスター・サイトの名前。

dblink_list 伝播を変更するデータベース・リンクのカンマで区切られたリスト。
NULLの場合は、変更対象のマスター・サイト以外のすべてのマス
ターがデフォルトとして使用されます。

dblink_table 伝播を変更するデータベース・リンクの PL/SQL表（位置 1から索引
付け）。

propagation_mode 指定したマスター・サイトの変更内容を、データベース・リンクのリ
ストで指定したサイトに伝播する方法を指定します。指定できる値は
SYNCHRONOUSと ASYNCHRONOUSです。

comment RepProp ビューに追加されるコメント。
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例外例外例外例外

ALTER_MASTER_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート環境内のオブジェクトを変更します。このプロシージャ
は、マスター定義サイトからコールする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_MASTER_REPOBJECT (
   sname        IN   VARCHAR2, 
   oname        IN   VARCHAR2, 
   type         IN   VARCHAR2, 
   ddl_text     IN   VARCHAR2, 
   comment      IN   VARCHAR2     := '', 
   retry        IN   BOOLEAN      := FALSE);

表表表表 34-13  ALTER_MASTER_PROPAGATION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef ローカル・サイトがマスター定義サイトではありません。

notquiesced ローカル・サイトが休止状態ではありません。

typefailure 指定した伝播モードは認識されませんでした。

nonmaster データベース・リンクのリストに、マスター・サイト以外のサイトが
含まれています。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
スキーマを指定せずに DDLを発行すると、レプリケーション管理者のスキーマがデフォル
トのスキーマとして使用されます。レプリケーション管理者のスキーマを使用しない場合
は、スキーマを必ず指定してください。

表表表表 34-14  ALTER_MASTER_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 変更するオブジェクトを含んだスキーマ。

oname 変更するオブジェクトの名前。

type 変更するオブジェクトの型。サポートされている型は、TABLE、
INDEX、SYNONYM、TRIGGER、VIEW、PROCEDURE、FUNCTION、
PACKAGEおよび PACKAGE BODYです。

ddl_text オブジェクトの変更に使用する DDLテキスト。この DDLは、適用
前には解析されません。したがって、変更するオブジェクトに対応す
る適切なスキーマ名とオブジェクト名を DDLテキストで使用してい
ることを確認してください。

comment NULL以外の場合に、RepObject ビューの COMMENTフィールドに追
加されるコメント。

retry retry が TRUEの場合は、オブジェクトの状態が VALID 以外のマス
ターにおいてのみ、オブジェクトが ALTER_MASTER_REPOBJECTに
よって変更されます。

表表表表 34-15  ALTER_MASTER_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

notquiesced 関連するオブジェクト・グループが中断されていません。

missingobject SNAMEと ONAMEに該当するオブジェクトが存在しません。

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

ddlfailure マスター定義サイトで DDLが成功しませんでした。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。
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ALTER_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した優先順位グループ・メンバーに関連付けられている優先順位
レベルを変更します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があり
ます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_PRIORITY (
   gname            IN   VARCHAR2, 
   pgroup           IN   VARCHAR2, 
   old_priority     IN   NUMBER, 
   new_priority     IN   NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-16  ALTER_PRIORITY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブジェク
ト・グループ。

pgroup 変更する優先順位を含んだ優先順位グループの名前。

old_priority 優先順位グループ・メンバーの現在の優先順位レベル。

new_priority 優先順位グループ・メンバーに割り当てる新しい優先順位レベル。

表表表表 34-17  ALTER_PRIORITY プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

duplicatepriority 新しい優先順位レベルが、優先順位グループ内にすでに存在していま
す。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingvalue 値が、DBMS_REPCAT.ADD_PRIORITY_datatype のコールで登録さ
れていません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。
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ALTER_PRIORITY_datatypeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、優先順位グループ内のメンバーの値を変更します。このプロシージャ
は、マスター定義サイトからコールする必要があります。コールする必要があるプロシー
ジャは、priority 列のデータ型によって決まります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_PRIORITY_datatype  (
   gname        IN   VARCHAR2, 
   pgroup       IN   VARCHAR2, 
   old_value    IN   datatype , 
   new_value    IN   datatype );

datatype には次のいずれかを指定します。

{ NUMBER
| VARCHAR2
| CHAR
| DATE
| RAW
| NCHAR
| NVARCHAR2 }

パラメータパラメータパラメータパラメータ

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。

表表表表 34-18  ALTER_PRIORITY_datatype プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブジェク
ト・グループ。

pgroup 変更する値を含んだ優先順位グループの名前。

old_value 優先順位グループ・メンバーの現在の値。

new_value 優先順位グループ・メンバーに割り当てる新規の値。

表表表表 34-17  ALTER_PRIORITY プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明
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例外例外例外例外
 

ALTER_SITE_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したサイトに関連付けられている優先順位レベルを変更します。
このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_SITE_PRIORITY (
   gname         IN   VARCHAR2,
   name          IN   VARCHAR2,
   old_priority  IN   NUMBER,
   new_priority  IN   NUMBER);

表表表表 34-19  ALTER_PRIORITY_datatype プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

duplicatevalue 新しい値が、優先順位グループ内にすでに存在しています。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。

missingvalue 元の値が存在しません。

paramtype 優先順位グループに対する新しい値のデータ型が正しくありません。

typefailure 優先順位グループに対して指定した値のデータ型が正しくありませ
ん。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

ALTER_SITE_PRIORITY_SITEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した優先順位レベルに関連付けられているサイトを変更します。
このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

表表表表 34-20  ALTER_SITE_PRIORITY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイト優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブ
ジェクト・グループ。

name メンバーを変更するサイト優先順位グループの名前。

old_priority 優先順位レベルを変更するサイトの現在の優先順位レベル。

new_priority サイトの新しい優先順位レベル。数値が大きいほど優先順位レベルは
高くなります。

表表表表 34-21  ALTER_SITE_PRIORITY プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingpriority 元の優先順位レベルが、どのグループ・メンバーにも関連付けられて
いません。

duplicatepriority 新しい優先順位レベルが、グループ内の別のサイト用にすでに存在し
ています。

missingvalue 元の値が存在しません。

paramtype 優先順位グループに対する新しい値のデータ型が正しくありません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_SITE_PRIORITY_SITE (
   gname     IN   VARCHAR2,
   name      IN   VARCHAR2,
   old_site  IN   VARCHAR2,
   new_site  IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

ALTER_SNAPSHOT_PROPAGATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行スナップショット・サイトで指定したオブジェクト・グループの
伝播方法を変更します。また、スナップショット・サイトで遅延トランザクション・キュー
を送信し、スナップショットの実表をロックして、トリガーと関連するパッケージを再生成
します。このプロシージャは、スナップショット・サイトからコールする必要があります。

表表表表 34-22  ALTER_SITE_PRIORITY_SITE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイト優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブ
ジェクト・グループ。

name メンバーを変更するサイト優先順位グループの名前。

old_site 優先順位レベルから分離するサイトの現在のグローバル・データベー
ス名。

new_site 現行優先順位レベルと関連付ける新しいグローバル・データベース
名。

表表表表 34-23  ALTER_SITE_PRIORITY_SITE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingpriority 指定したサイト優先順位グループが存在しません。

missingvalue 旧サイトがグループ・メンバーではありません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。
DBMS_REPCAT 34-21



サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.ALTER_SNAPSHOT_PROPAGATION (
   gname                IN  VARCHAR2, 
   propagation_mode     IN  VARCHAR2,
   comment              IN  VARCHAR2   := '');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

CANCEL_STATISTICSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表の更新競合、一意性競合および削除競合の正常な解消に関する統計
の収集を停止します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.CANCEL_STATISTICS (
   sname    IN   VARCHAR2,
   oname    IN   VARCHAR2);

表表表表 34-24  ALTER_SNAPSHOT_PROPAGATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 伝播モードを変更するオブジェクト・グループの名前。

propagation_mode 現行スナップショット・サイトの変更内容を、関連するマスター・サ
イトに伝播する方法。指定できる値は SYNCHRONOUSと
ASYNCHRONOUSです。

comment RepProp ビューに追加されるコメント。

表表表表 34-25  ALTER_SNAPSHOT_PROPAGATION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

typefailure 伝播モードの指定に誤りがあります。

nonsnapshot 現行サイトが、指定したオブジェクト・グループのスナップショッ
ト・サイトではありません。

commfailure マスターに接続できません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

COMMENT_ON_COLUMN_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、列グループの RepColumn_Group ビューのコメント・フィールドを
更新します。このコメントは、次回の DBMS_REPCAT.GENERATE_REPLICATION_SUPPORT
コール後に、すべてのマスター・サイトで追加されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_COLUMN_GROUP (
   sname           IN   VARCHAR2, 
   oname           IN   VARCHAR2, 
   column_group    IN   VARCHAR2, 
   comment         IN   VARCHAR2);

表表表表 34-26  CANCEL_STATISTICS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマの名前。

oname 競合解消統計の収集を停止する表の名前。

表表表表 34-27  CANCEL_STATISTICS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingschema 指定したスキーマが存在しません。

missingobject 指定した表が存在しません。

statnotreg 指定した表は、現在統計収集をするために登録されていません。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

COMMENT_ON_PRIORITY_GROUP/PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
COMMENT_ON_PRIORITY_GROUPは、優先順位グループの REPPRIORITY_GROUPビューの
コメント・フィールドを更新します。このコメントは、次回の GENERATE_REPLICATION_
SUPPORTコール後に、すべてのマスター・サイトに追加されます。

COMMENT_ON_SITE_PRIORITYは、サイト優先順位グループの REPPRIORITY_GROUP
ビューのコメント・フィールドを更新します。このプロシージャは、COMMENT_ON_
COLUMN_GROUPプロシージャに対するラッパーで、便宜上の目的で提供されています。こ
のプロシージャは、マスター定義サイトで発行する必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_PRIORITY_GROUP (
   gname       IN   VARCHAR2, 
   pgroup      IN   VARCHAR2, 
   comment     IN   VARCHAR2);

DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_SITE_PRIORITY (
   gname       IN   VARCHAR2, 
   name        IN   VARCHAR2, 
   comment     IN   VARCHAR2);

表表表表 34-28  COMMENT_ON_COLUMN_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname 列グループが関連付けられているレプリケート表の名前。

column_group 列グループの名前。

comment RepColumn_Group ビューの GROUP_COMMENTフィールドに入れる、
更新済みのコメントのテキスト。

表表表表 34-29  COMMENT_ON_COLUMN_GROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missinggroup 指定した列グループが存在しません。

missingobj オブジェクトが見つかりません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

COMMENT_ON_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクト・グループの REPGROUPビューのコメン
ト・フィールドを更新します。このプロシージャは、マスター定義サイトで発行する必要が
あります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_REPGROUP (
   gname     IN   VARCHAR2,
   comment   IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-30  COMMENT_ON_PRIORITY_GROUP/COMMENT_ON_SITE_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

pgroup/name 優先順位グループまたはサイト優先順位グループの名前。

comment RepPriority_Group ビューの PRIORITY_COMMENTフィールドに
入れる、更新済みのコメントのテキスト。

表表表表 34-31  COMMENT_ON_PRIORITY_GROUP/COMMENT_ON_SITE_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
の例外の例外の例外の例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。

表表表表 34-32  COMMENT_ON_REPGROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname コメントを記述するオブジェクト・グループの名前。

comment RepGroup ビューの SCHEMA_COMMENTフィールドに入れる、更新済
みのコメント。
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例外例外例外例外

COMMENT_ON_REPSITESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・サイトの RepSite ビューのコメント・フィールドを
更新します。このプロシージャは、マスター定義サイトで発行する必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_REPSITES ( 
   gname       IN   VARCHAR2, 
   [ master    IN   VARCHAR,] 
   comment     IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-33  COMMENT_ON_REPGROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。

表表表表 34-34  COMMENT_ON_REPSITESプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname オブジェクト・グループの名前。データベースが複数のレプリケート
環境のマスター・サイトである場合は、このパラメータによって混乱
を避けることができます。

master （オプション）コメントを記述するマスター・サイトの完全修飾デー
タベース名。スナップショット・サイトのコメントを更新するとき
は、このパラメータを省略します。

comment RepSites ビューの MASTER_COMMENTフィールドに入れる、更新済
みのコメントのテキスト。

表表表表 34-35  COMMENT_ON_REPSITESプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

nonmaster 起動サイトがマスター・サイトではありません。
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COMMENT_ON_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクトの RepObject ビューのコメント・
フィールドを更新します。このプロシージャは、マスター定義サイトで発行する必要があり
ます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_REPOBJECT (
   sname    IN   VARCHAR2, 
   oname    IN   VARCHAR2, 
   type     IN   VARCHAR2, 
   comment  IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。

表表表表 34-36  COMMENT_ON_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname コメントを記述するオブジェクトの名前。

type オブジェクトの型。

comment RepObject ビューの OBJECT_COMMENTフィールドに入れる、更新
済みのコメントのテキスト。

表表表表 34-37  COMMENT_ON_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが存在しません。

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。

表表表表 34-35  COMMENT_ON_REPSITESプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
COMMENT_ON_conflicttype_RESOLUTIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、競合解消ルーチンの RepResolution ビューのコメント・フィールド
を更新します。コールする必要があるプロシージャは、ルーチンが解消する競合の型によっ
て決まります。このプロシージャは、マスター定義サイトで発行する必要があります。

コメントは、次回の GENERATE_REPLICATION_SUPPORTコール後に、すべてのマスター・
サイトに追加されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_UPDATE_RESOLUTION (
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   column_group          IN   VARCHAR2,
   sequence_no           IN   NUMBER, 
   comment               IN   VARCHAR2);

DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_UNIQUE_RESOLUTION (
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   constraint_name       IN   VARCHAR2,
   sequence_no           IN   NUMBER, 
   comment               IN   VARCHAR2);

DBMS_REPCAT.COMMENT_ON_DELETE_RESOLUTION (
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   sequence_no           IN   NUMBER, 
   comment               IN   VARCHAR2);

競合の型競合の型競合の型競合の型 プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名

更新 COMMENT_ON_UPDATE_RESOLUTION

一意性 COMMENT_ON_UNIQUE_RESOLUTION

削除 COMMENT_ON_DELETE_RESOLUTION
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

COMPARE_OLD_VALUESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
更新と削除のために、レプリケート表の各非キー列の元の値を比較するオプションがありま
す。デフォルトでは、すべての列の元の値が比較されます。DBMS_REPCAT.COMPARE_OLD_
VALUESをマスター定義サイトで起動すると、すべてのマスター・サイトとスナップショッ
ト・サイトでこの動作を変更できます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.COMPARE_OLD_VALUES(
   sname           IN  VARCHAR2,
   oname           IN  VARCHAR2,
   { column_list   IN  VARCHAR2
   | column_table  IN  DBMS_REPCAT.VARCHAR2s,}
   operation       IN  VARCHAR2 := 'UPDATE',
   compare         IN  BOOLEAN := TRUE );

表表表表 34-38  COMMENT_ON_conflicttype _RESOLUTION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname スキーマ名。

oname 競合解消ルーチンが関連付けられているレプリケート表の名前。

column_group 更新競合解消ルーチンが関連付けられている列グループの名前。

constraint_name 一意性競合解消ルーチンが関連付けられている一意制約の名前。

sequence_no 競合解消プロシージャの順序番号。

comment RepResolution ビューの RESOLUTION_COMMENTフィールドに入
れる、更新済みのコメントのテキスト。

表表表表 34-39  COMMENT_ON_conflicttype _RESOLUTION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが存在しません。

missingresolution 指定した競合解消ルーチンが登録されていません。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このプロシージャはオーバーロードされています。column_list
パラメータと column_table パラメータは、両方同時には指定できませ
ん。

表表表表 34-40  COMPARE_OLD_VALUES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマ。 

oname レプリケート表の名前。 

column_list 表内の列のカンマで区切られたリスト。エントリ間に空白を挿入しな
いでください。

column_table リストのかわりに、列名を含んだ型 DBMS_REPCAT.VARCHAR2の
PL/SQL表を使用できます。最初の列名はオフセット 1の位置、2番
目はオフセット 2の位置、以下同様に設定されている必要がありま
す。

operation 有効な値は、UPDATE、DELETE、またはアスタリスクのワイルドカー
ド '*'（更新と削除を意味します）です。

compare TRUEの場合は、指定した列の元の値が送信時に比較されます。
FALSEの場合は、指定した列の元の値が送信時に比較されません。指
定外の列と指定外の操作には影響しません。マスター定義サイトで
は、表の min_communication が TRUEになると、指定した変更が
すぐに有効となります。変更内容がマスター・サイトまたはスナップ
ショット・サイトで有効になるのは、min_communication に TRUE
を設定して、次回そのサイトでレプリケーション・サポートを生成し
たときです。

注意注意注意注意 : operation パラメータを使用すると、行の削除時または非キー列
の更新時に、非キー列の元の値を送信するかどうかを決定できます。元の
値を送信しないと、元の値のかわりに NULLが送信され、更新または削除
の適用時にターゲット側の現在の列値と元の値が等しいとみなされます。

Oracleのデフォルト動作を変更するには、『Oracle8i レプリケーション・
ガイド』の「更新の競合解消のためのデータ伝播の最少化」を参照してく
ださい。 
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例外例外例外例外

CREATE_MASTER_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、新規で、空で、休止状態のマスター・レプリケーション・オブジェク
ト・グループを作成します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.CREATE_MASTER_REPGROUP (
   gname            IN   VARCHAR2, 
   group_comment    IN   VARCHAR2     := '', 
   master_comment   IN   VARCHAR2     := ''),
   qualifier        IN   VARCHAR2     := '');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-41  COMPARE_OLD_VALUES プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトは、行レベル・レプリケーション情報を待機し
ている表として指定のスキーマ内に存在していません。

missingcolumn 表に存在しない列が少なくとも 1つあります。 

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが中断されていません。

typefailure 無効な操作が指定されています。

表表表表 34-42  CREATE_MASTER_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 作成するオブジェクト・グループの名前。

group_comment RepGroup ビューに追加されるコメント。

master_comment RepSites ビューに追加されるコメント。

qualifier オブジェクト・グループの接続修飾子。必ず @符号を使用してくださ
い。『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「マスター・グループ
の管理」の例を参照してください。
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例外例外例外例外

CREATE_MASTER_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、オブジェクトをレプリケート・オブジェクトとして定義します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.CREATE_MASTER_REPOBJECT (
   sname                IN   VARCHAR2,
   oname                IN   VARCHAR2, 
   type                 IN   VARCHAR2,
   use_existing_object  IN   BOOLEAN     := TRUE, 
   ddl_text             IN   VARCHAR2    := NULL, 
   comment              IN   VARCHAR2    := '', 
   retry                IN   BOOLEAN     := FALSE,
   copy_rows            IN   BOOLEAN     := TRUE,
   gname                IN   VARCHAR2    := '');

表表表表 34-43  CREATE_MASTER_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

duplicaterepgroup オブジェクト・グループはすでに存在しています。

norepopt アドバンスト・レプリケーション・オプションがインストールされて
いません。

missingrepgroup オブジェクト・グループ名が指定されていません。

qualifiertoolong 接続修飾子が長すぎます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-44  CREATE_MASTER_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケートするオブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname レプリケートするオブジェクトの名前。DDL_TEXTが NULLの場合
は、指定したスキーマ内にこのオブジェクトがすでに存在している必
要があります。一意性を確保するために、表名は 27バイト以内、
パッケージ名は 24バイト以内で指定してください。

type レプリケートするオブジェクトの型。サポートされている型は、
TABLE、INDEX、SYNONYM、TRIGGER、VIEW、PROCEDURE、
FUNCTION、PACKAGEおよび PACKAGE BODYです。

use_existing_object 現行マスター・サイトの同じ型、同じ形式のオブジェクトを再使用す
る場合は、TRUEを指定します。詳細は、表 34-46を参照してくださ
い。

ddl_text オブジェクトがマスター定義サイトにまだ存在していない場合は、こ
のオブジェクトの作成に必要な DDLテキストを指定します。
PL/SQLパッケージ、パッケージ本体、プロシージャおよびファンク
ションの後には、セミコロンを付ける必要があります。SQL文には、
セミコロンを付ける必要はありません。この DDLは、適用前には解
析されません。したがって、作成するオブジェクトに対応する適切な
スキーマ名とオブジェクト名を DDLテキストで使用していることを
確認してください。

comment RepObject ビューの OBJECT_COMMENTフィールドに追加されるコ
メント。

retry 以前にオブジェクトを作成できなかった場合に、そのオブジェクトの
作成を再試行する場合は、TRUEを指定します。このパラメータは、
エラーが一時的な場合やすでに修正されている場合（リソースが不十
分などのエラーの場合）に使用します。TRUEの場合、オブジェクト
は、オブジェクトの状態が VALID 以外のマスター・サイトでのみ作
成されます。

copy_rows 新規レプリケート・オブジェクトの初期の内容を、マスター定義サイ
トのオブジェクトの内容と一致させる場合は TRUEを指定します。詳
細は、表 34-46を参照してください。

gname レプリケート・オブジェクトを作成するオブジェクト・グループの名
前。指定しないと、デフォルトのオブジェクト・グループ名としてス
キーマ名が使用されます。
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オブジェクト作成オブジェクト作成オブジェクト作成オブジェクト作成

表表表表 34-45  CREATE_MASTER_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが中断されていません。

duplicateobject 指定したオブジェクトがレプリケート・オブジェクト・グループにす
でに存在しており、retry が FALSEであるか、または名前の競合が
発生しています。

missingobject SNAMEと ONAMEに該当するオブジェクトが存在せず、適切な DDL
も指定されていません。

typefailure 指定した型のオブジェクトはレプリケートできません。

ddlfailure マスター定義サイトで DDLが成功しませんでした。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。

notcompat 7.3互換モードではないリモート・マスターがあります。

表表表表 34-46  マスター・サイトにおけるオブジェクト作成マスター・サイトにおけるオブジェクト作成マスター・サイトにおけるオブジェクト作成マスター・サイトにおけるオブジェクト作成

オブジェオブジェオブジェオブジェ
クトはすクトはすクトはすクトはす
でに存在でに存在でに存在でに存在 COPY_ROWS

USE_EXISTING_
OBJECTS 結果結果結果結果

はい TRUE TRUE オブジェクトが一致しない場合は
duplicatedobject メッセージが戻されま
す。表の場合は、マスター定義サイトのデー
タが使用されます。

はい FALSE TRUE オブジェクトが一致しない場合は
duplicatedobject メッセージが戻されま
す。表の場合、DBAは内容が同じであること
を確認する必要があります。 

はい TRUE/FALSE FALSE duplicatedobject メッセージが戻されま
す。 

いいえ TRUE TRUE/FALSE オブジェクトが作成されます。表には、マス
ター定義サイトのデータが移入されます。

いいえ FALSE TRUE/FALSE オブジェクトが作成されます。DBAは表に
データを移入し、すべてのサイトで表の内容
が一致していることを確認する必要がありま
す。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意 
スキーマを指定せずに DDLを発行すると、レプリケーション管理者のスキーマがデフォル
トのスキーマとして使用されます。レプリケーション管理者のスキーマを使用しない場合
は、スキーマを必ず指定してください。

CREATE_SNAPSHOT_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、新規で空のスナップショット・レプリケーション・オブジェクト・グ
ループをローカル・データベース内に作成します。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.CREATE_SNAPSHOT_REPGROUP (
   gname              IN   VARCHAR2, 
   master             IN   VARCHAR2, 
   comment            IN   VARCHAR2     := '',
   propagation_mode   IN   VARCHAR2     := 'ASYNCHRONOUS',
   fname              IN   VARCHAR2     := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-47  CREATE_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。このオブジェクト・
グループは、指定したマスター・サイトに存在している必要がありま
す。

master レプリケート環境でマスターとして使用するデータベースの完全修飾
データベース名。

comment RepGroup ビューに追加されるコメント。

propagation_mode オブジェクト・グループ内のすべての更新可能スナップショットに使
用する伝播方法。指定できる値は SYNCHRONOUSと ASYNCHRONOUS
です。

fname 内部使用のためのシステム・パラメータ。オラクル社カスタマ・サ
ポートから指示がない限り、このパラメータは設定しないでくださ
い。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
CREATE_SNAPSHOT_REPGROUPは、REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUPを自動的にコール
します。ただし、登録中にエラーが発生しても無視されます。 

CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・サイトにレプリケート・オブジェクトを追加しま
す。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECT (
   sname                   IN   VARCHAR2,
   oname                   IN   VARCHAR2, 
   type                    IN   VARCHAR2, 
   ddl_text                IN   VARCHAR2  := '',
   comment                 IN   VARCHAR2  := '',
   gname                   IN   VARCHAR2  := '',
   gen_objs_owner          IN   VARCHAR2 := '',
   min_communication       IN   BOOLEAN  := TRUE ,
   generate_80_compatible  IN   BOOLEAN  := TRUE);

表表表表 34-48  CREATE_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

duplicaterepgroup オブジェクト・グループが、起動サイトにすでに存在しています。

nonmaster 指定したデータベースはマスター・サイトではありません。

commfailure 指定したデータベースにアクセスできません。

norepopt アドバンスト・レプリケーション・オプションがインストールされて
いません。

typefailure 伝播モードの指定に誤りがあります。

missingrepgroup レプリケート・オブジェクト・グループがマスター・サイトに存在し
ていません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-49  CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname レプリケート・スナップショット・オブジェクト・グループに追加す
るオブジェクトの名前。ONAMEが関連するマスター・サイトに存在し
ている必要があります。

type レプリケートするオブジェクトの型。スナップショット・サイトでサ
ポートされる型は、PACKAGE、PACKAGE BODY、PROCEDURE、
FUNCTION、SNAPSHOT、SYNONYM、TRIGGERおよび VIEWです。

ddl_text SNAPSHOT型のオブジェクトの場合は、オブジェクトの作成に必要な
DDLテキストを指定します。その他の型の場合は、デフォルトの ' '
（空文字列）を使用します。同じ名前のスナップショットがすでに存
在している場合、DDLは無視され、既存のスナップショットがレプ
リケート・オブジェクトとして登録されます。スナップショットのマ
スター表が、このスキーマに対して指定したマスター・サイトのレプ
リケート・オブジェクト・グループ内に存在しない場合は、
missingobject エラーが発生します。

comment RepObject ビューの OBJECT_COMMENTフィールドに追加されるコ
メント。

gname オブジェクトを追加するレプリケート・オブジェクト・グループの名
前。指定しないと、デフォルトのグループ名としてスキーマ名が使用
されます。

gen_objs_owner トランザクションの所有者として割り当てるユーザーの名前。

min_communication マスター・サイトのいずれかが Oracle7リリース 7.3を実行している
場合は、FALSEを設定します。新旧の値の伝播を最小化する場合は、
TRUEを設定します。デフォルトは TRUEです。詳細は、『Oracle8i レ
プリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参照してください。 

generate_80_
compatible

マスター・サイトのいずれかが Oracle8iリリース 8.1.5以前のバー
ジョンの Oracle Serverを実行している場合は、TRUEを設定します。
レプリケート環境が純粋な Oracle8iリリース 8.1.5以上の環境の場合
は、FALSEを設定します。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
スキーマを指定せずに DDLを発行すると、レプリケーション管理者のスキーマがデフォル
トのスキーマとして使用されます。レプリケーション管理者のスキーマを使用しない場合
は、スキーマを必ず指定してください。

DEFINE_COLUMN_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、空の列グループを作成します。このプロシージャは、マスター定義サ
イトからコールする必要があります。 
 

表表表表 34-50  CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

nonmaster このマスターは、マスター・サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトがマスターのレプリケート・オブジェクト・グ
ループに存在していません。

duplicateobject 指定したオブジェクトは、すでに別の形式で存在しています。

typefailure この型は許可されていません。

ddlfailure DDLは成功しませんでした。

commfailure マスター・サイトにアクセスできません。

missingschema スキーマが、データベース・スキーマとして存在していません。

badsnapddl DDLは実行されましたが、スナップショットが存在していません。

onlyonesnap マスター表のスナップショットは、1つしか作成できません。

badsnapname スナップショットの実表がマスター表と異なります。

missingrepgroup レプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DEFINE_COLUMN_GROUP ( 
   sname            IN   VARCHAR2,
   oname            IN   VARCHAR2,
   column_group     IN   VARCHAR2,
   comment          IN   VARCHAR2 := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DEFINE_PRIORITY_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクト・グループに新規の優先順位グループを
作成します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

表表表表 34-51  DEFINE_COLUMN_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマ。

oname 列グループを作成するレプリケート表の名前。

column_group 作成する列グループの名前。

comment RepColumn_Group ビューに表示されるユーザー・テキスト。

表表表表 34-52  DEFINE_COLUMN_GROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定した表が存在しません。

duplicategroup 指定した列グループは、すでに表に存在しています。

notquiesced 指定した表が属するオブジェクト・グループが休止状態ではありませ
ん。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DEFINE_PRIORITY_GROUP (
   gname         IN   VARCHAR2, 
   pgroup        IN   VARCHAR2, 
   datatype      IN   VARCHAR2, 
   fixed_length  IN   INTEGER := NULL,
   comment       IN   VARCHAR2 := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-53  DEFINE_PRIORITY_GROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループを作成するレプリケート・オブジェクト・グルー
プ。

pgroup 作成する優先順位グループの名前。

datatype 優先順位グループ・メンバーのデータ型。サポートされているデータ
型は、CHAR、VARCHAR2、NUMBER、DATE、RAW、NCHARおよび
NVARCHAR2です。

fixed_length CHARデータ型の場合は、列の長さを指定してください。その他のす
べての型では、デフォルトの NULLを使用できます。

comment RepPriority ビューに追加されるユーザー・コメント。

表表表表 34-54  DEFINE_PRIORITY_GROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

duplicatepriority 
group

指定した優先順位グループは、レプリケート・オブジェクト・グルー
プ内にすでに存在しています。

typefailure 指定したデータ型はサポートされていません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。
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DEFINE_SITE_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクト・グループに新規のサイト優先順位グ
ループを作成します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があり
ます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DEFINE_SITE_PRIORITY (
   gname        IN   VARCHAR2, 
   name         IN   VARCHAR2,
   comment      IN   VARCHAR2 := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DO_DEFERRED_REPCAT_ADMINプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行マスター・サイトで指定したレプリケート・オブジェクト・グ
ループ、またはすべてのマスター・サイト（ジョブ・キューを利用）に対する未処理のロー
カル遅延管理プロシージャを実行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-55  DEFINE_SITE_PRIORITYプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイト優先順位グループを作成するレプリケート・オブジェクト・グ
ループ。

name 作成するサイト優先順位グループの名前。

comment RepPriority ビューに追加されるユーザー・コメント。

表表表表 34-56  DEFINE_SITE_PRIORITYプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

duplicate 
prioritygroup

指定したサイト優先順位グループは、レプリケート・オブジェクト・
グループ内にすでに存在しています。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DO_DEFERRED_REPCAT_ADMIN (
   gname          IN   VARCHAR2,
   all_sites      IN   BOOLEAN := FALSE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
DO_DEFERRED_REPCAT_ADMINは、DO_DEFERRED_REPCAT_ADMINをコールした接続ユー
ザーが送信した管理要求のみ実行します。その他のユーザーが送信した要求は無視されま
す。

DROP_COLUMN_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは列グループを削除します。このプロシージャは、マスター定義サイトか
らコールする必要があります。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_COLUMN_GROUP (
   sname        IN   VARCHAR2,
   oname        IN   VARCHAR2,
   column_group IN   VARCHAR2);

表表表表 34-57  DO_DEFERRED_REPCAT_ADMIN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

all_sites TRUEの場合は、ジョブを使用して各マスターごとにローカル管理プ
ロシージャを実行します。

表表表表 34-58  DO_DEFERRED_REPCAT_ADMIN プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster 起動サイトがマスター・サイトではありません。

commfailure all_sites が TRUEですが、アクセスできないマスター・サイトが
少なくとも 1つあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_GROUPED_COLUMNプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、列グループからメンバーを削除します。このプロシージャは、マス
ター定義サイトからコールする必要があります。 
 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_GROUPED_COLUMN (
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   column_group          IN   VARCHAR2,
   list_of_column_names  IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S);

表表表表 34-59  DROP_COLUMN_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマ。

oname 列グループを削除するレプリケート表の名前。

column_group 削除する列グループの名前。

表表表表 34-60  DROP_COLUMN_GROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

referenced 指定した列グループは、競合の検出と解消で使用されています。

missingobject 指定した表が存在しません。

missinggroup 指定した列グループが存在しません。

notquiesced 表が属するレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあ
りません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_MASTER_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行サイトからレプリケート・オブジェクト・グループを削除しま
す。マスター定義サイトも含め、すべてのマスター・サイトからレプリケート・オブジェク
ト・グループを削除するには、最後の引数に TRUEを設定して、このプロシージャをマス
ター定義サイトでコールします。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_MASTER_REPGROUP (
   gname             IN VARCHAR2,
   drop_contents     IN BOOLEAN    := FALSE,
   all_sites         IN BOOLEAN    := FALSE);

表表表表 34-61  DROP_GROUPED_COLUMN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマ。

oname 列グループが置かれているレプリケート表の名前。

column_group メンバーを削除する列グループの名前。

list_of_column_names 指定した列グループから削除する列の名前。列名は、名前のカンマで
区切られたリストまたは PL/SQL表のいずれかで示します。PL/SQL
表は、dbms_repcat.varchar2 型にしてください。

表表表表 34-62  DROP_GROUPED_COLUMN プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定した表が存在しません。

notquiesced 表が属するレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあ
りません。 
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-63  DROP_MASTER_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 現行マスター・サイトから削除するレプリケート・オブジェクト・グ
ループの名前。 

drop_contents デフォルトでは、マスター・サイトのオブジェクト・グループを削除
したとき、すべてのオブジェクトがデータベースに残ります。このオ
ブジェクトは、この後レプリケートされなくなります。つまり、オブ
ジェクト・グループ内のレプリケート・オブジェクトと他のマス
ター・サイトとの間で、変更内容の送受信が行われなくなります。こ
のパラメータに TRUEを設定すると、レプリケート・オブジェクト・
グループ内のすべてのレプリケート・オブジェクトが、関連するス
キーマから削除されます。

all_sites このパラメータが TRUEで起動サイトがマスター定義サイトの場合、
このプロシージャは、要求をすべてのマスターに同期式でマルチキャ
ストします。この場合、マスター定義サイトでは要求がすぐに実行さ
れ、その他のマスター・サイトでは遅れて実行される可能性がありま
す。

表表表表 34-64  DROP_MASTER_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster 起動サイトがマスター・サイトではありません。

nonmasterdef ALL_SITES が TRUEですが、起動サイトがマスター定義サイトでは
ありません。

commfailure ALL_SITES が TRUEですが、アクセスできないマスター・サイトが
少なくとも 1つあります。

fullqueue 遅延 RPCキューに、レプリケート・オブジェクト・グループに対す
るエントリがあります。

masternotremoved ALL_SITES が TRUEですが、マスターでマスター定義が認識されて
いません。
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サブプログラムの要約
DROP_MASTER_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクト・グループからレプリケート・オブジェ
クトを削除します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要がありま
す。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_MASTER_REPOBJECT (
   sname          IN   VARCHAR2, 
   oname          IN   VARCHAR2, 
   type           IN   VARCHAR2, 
   drop_objects   IN   BOOLEAN     := FALSE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-65  DROP_MASTER_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname レプリケート・オブジェクト・グループから削除するオブジェクトの
名前。

type 削除するオブジェクトの型。

drop_objects デフォルトでは、オブジェクトはスキーマ内に残りますが、レプリ
ケート・オブジェクト・グループからは削除されます。つまり、この
オブジェクトに対する変更は、他のマスター・サイトとスナップ
ショット・サイトにレプリケートされなくなります。レプリケート環
境からオブジェクトを完全に削除するには、この引数に TRUEを設定
します。

表表表表 34-66  DROP_MASTER_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが存在しません。

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。
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サブプログラムの要約
DROP_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、優先順位レベルに従って優先順位グループのメンバーを削除します。
このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_PRIORITY(
      gname          IN   VARCHAR2,
      pgroup         IN   VARCHAR2, 
      priority_num   IN   NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_PRIORITY_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したレプリケート・オブジェクト・グループの優先順位グループ
を削除します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-67  DROP_PRIORITYプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブジェク
ト・グループ。

pgroup 削除するメンバーを含んだ優先順位グループの名前。

priority_num グループから削除する優先順位グループ・メンバーの優先順位レベ
ル。

表表表表 34-68  DROP_PRIORITYプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_PRIORITY_GROUP (
   gname     IN   VARCHAR2,
   pgroup    IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_PRIORITY_datatypeプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、値による優先順位グループのメンバーを削除します。このプロシー
ジャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。コールする必要があるプロ
シージャは、priority 列のデータ型によって決まります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-69  DROP_PRIORITY_GROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブジェク
ト・グループ。

pgroup 削除する優先順位グループの名前。

表表表表 34-70  DROP_PRIORITY_GROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

referenced 指定した優先順位グループは、競合の解消で使用されています。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_PRIORITY_datatype (
   gname    IN   VARCHAR2,
   pgroup   IN   VARCHAR2, 
   value    IN   datatype );

datatype には次のいずれかを指定します。

{ NUMBER
| VARCHAR2
| CHAR
| DATE
| RAW
| NCHAR
| NVARCHAR2 }

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-71  DROP_PRIORITY_datatype プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブジェク
ト・グループ。

pgroup 削除するメンバーを含んだ優先順位グループの名前。

value グループから削除する優先順位グループ・メンバーの値。

表表表表 34-72  DROP_PRIORITY_datatype プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingprioritygroup 指定した優先順位グループが存在しません。

paramtype, 
typefailure

優先順位グループに対する値のデータ型が正しくありません。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。
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サブプログラムの要約
DROP_SITE_PRIORITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したレプリケート・オブジェクト・グループのサイト優先順位グ
ループを削除します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があり
ます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_SITE_PRIORITY (
   gname      IN   VARCHAR2,
   name       IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_SITE_PRIORITY_SITEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、サイト優先順位グループから、名前によって指定したサイトを削除し
ます。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-73  DROP_SITE_PRIORITYプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイト優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブ
ジェクト・グループ。

name 削除するサイト優先順位グループの名前。

表表表表 34-74  DROP_SITE_PRIORITYプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

referenced 指定したサイト優先順位グループは、競合の解消で使用されていま
す。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_SITE_PRIORITY_SITE (
   gname      IN   VARCHAR2, 
   name       IN   VARCHAR2,
   site       IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_SNAPSHOT_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート環境からスナップショット・サイトを削除します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_SNAPSHOT_REPGROUP (
   gname                 IN   VARCHAR2, 
   drop_contents         IN   BOOLEAN   := FALSE);

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参
照してください。

表表表表 34-75  DROP_SITE_PRIORITY_SITEプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname サイト優先順位グループが関連付けられているレプリケート・オブ
ジェクト・グループ。

name メンバーを削除するサイト優先順位グループの名前。

site グループから削除するサイトのグローバル・データベース名。

表表表表 34-76  DROP_SITE_PRIORITY_SITEプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingrepgroup 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが存在しません。

missingpriority 指定したサイト優先順位グループが存在しません。

notquiesced 指定したレプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではあり
ません。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
DROP_SNAPSHOT_REPGROUPは、UNREGISTER_SNAPSHOT_REPGROUPを自動的にコール
してスナップショットの登録を解除します。ただし、登録解除中にエラーが発生しても無視
します。

DROP_SNAPSHOT_REPOBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・サイトからレプリケート・オブジェクトを削除し
ます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_SNAPSHOT_REPOBJECT ( 
   sname          IN   VARCHAR2, 
   oname          IN   VARCHAR2, 
   type           IN   VARCHAR2, 
   drop_objects   IN   BOOLEAN  := FALSE);

表表表表 34-77  DROP_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 現行スナップショット・サイトから削除するレプリケート・オブジェ
クト・グループの名前。トリガーやパッケージなど、レプリケーショ
ンをサポートするために生成されたすべてのオブジェクトが削除され
ます。

drop_contents デフォルトでは、スナップショット・サイトのレプリケート・オブ
ジェクト・グループを削除したとき、オブジェクトはすべて関連する
スキーマに残ります。つまり、このオブジェクトはレプリケートされ
なくなります。このパラメータに TRUEを設定すると、レプリケー
ト・オブジェクト・グループ内のすべてのレプリケート・オブジェク
トが、そのスキーマから削除されます。

表表表表 34-78  DROP_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

missingrepgroup 指定したオブジェクト・グループが存在しません。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_conflicttype_RESOLUTIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、更新、削除または一意性の競合解消ルーチンを削除します。このプロ
シージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。コールする必要があるプ
ロシージャは、ルーチンが解消する競合の型によって決まります。

表表表表 34-79  DROP_SNAPSHOT_REPOBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマの名前。

oname レプリケート・オブジェクト・グループから削除するオブジェクトの
名前。

type 削除するオブジェクトの型。

drop_objects デフォルトでは、オブジェクトは関連スキーマ内に残りますが、その
関連オブジェクト・グループからは削除されます。現行スナップ
ショット・サイトのスキーマからオブジェクトを完全に削除するに
は、この引数に TRUEを設定します。

表表表表 34-80  DROP_SNAPSHOT_REPOBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが存在しません。

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

競合の型競合の型競合の型競合の型 プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名プロシージャ名

更新 DROP_UPDATE_RESOLUTION

一意性 DROP_UNIQUE_RESOLUTION

削除 DROP_DELETE_RESOLUTION
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.DROP_UPDATE_RESOLUTION (
   sname              IN   VARCHAR2, 
   oname              IN   VARCHAR2, 
   column_group       IN   VARCHAR2, 
   sequence_no        IN   NUMBER);

DBMS_REPCAT.DROP_DELETE_RESOLUTION (
   sname              IN   VARCHAR2, 
   oname              IN   VARCHAR2, 
   sequence_no        IN   NUMBER);

DBMS_REPCAT.DROP_UNIQUE_RESOLUTION (
   sname              IN   VARCHAR2, 
   oname              IN   VARCHAR2, 
   constraint_name    IN   VARCHAR2, 
   sequence_no        IN   NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-81  DROP_conflicttype _RESOLUTION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマ。

oname 競合解消ルーチンを削除する表の名前。

column_group 更新競合解消ルーチンを削除する列グループの名前。

constraint_name 一意性競合解消ルーチンを削除する一意性制約の名前。

sequence_no 削除する競合解消方法に割り当てられている順序番号。この番号で
ルーチンが一意に識別されます。

表表表表 34-82  DROP_conflicttype _RESOLUTION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが、指定のスキーマ内の表として存在していな
いか、または指定した順序番号の競合解消ルーチンが登録されていま
せん。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。 
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EXECUTE_DDLプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、一部またはすべてのマスター・サイトで実行される DDLを提供しま
す。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.EXECUTE_DDL (
   gname           IN   VARCHAR2,
   { master_list   IN   VARCHAR2     := NULL
   | master_table  IN   DBMS_UTILITY.DBLINK_ARRAY,}
   DDL_TEXT        IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-83  EXECUTE_DDL プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

master_list 提供した DDLを実行するマスター・サイトの名前のカンマで区切ら
れたリスト。サイト名の間に空白を挿入しないでください。デフォル
ト値 NULLは、マスター定義サイトも含め、すべてのサイトで DDL
が実行されることを示します。

master_table 提供した DDLを実行するマスター・サイトの表。最初のマスターは
オフセット 1の位置、2番目はオフセット 2の位置、以下同様に設定
されている必要があります。

ddl_text 指定した各マスター・サイトで実行する DDL。

表表表表 34-84  EXECUTE_DDL プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

nonmaster マスター・サイト以外のサイトが少なくとも 1つあります。

ddlfailure マスター定義サイトで DDLが成功しませんでした。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意 
スキーマを指定せずに DDLを発行すると、レプリケーション管理者のスキーマがデフォル
トのスキーマとして使用されます。レプリケーション管理者のスキーマを使用しない場合
は、スキーマを必ず指定してください。このプロシージャはオーバーロードされています。
MASTER_LISTパラメータと MASTER_TABLEパラメータは、両方同時には指定できません。

GENERATE_REPLICATION_SUPPORTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケーションのサポートに必要なトリガーとパッケージを生成し
ます。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.GENERATE_REPLICATION_SUPPORT (
  sname                     IN    VARCHAR2, 
  oname                     IN    VARCHAR2, 
  type                      IN    VARCHAR2, 
  package_prefix            IN    VARCHAR2   := NULL, 
  procedure_prefix          IN    VARCHAR2   := NULL, 
  distributed               IN    BOOLEAN    := TRUE,
  gen_objs_owner            IN    VARCHAR2   := NULL,
  min_communication         IN    BOOLEAN    := TRUE,
  generate_80_compatible    IN    BOOLEAN    := TRUE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-85  GENERATE_REPLICATION_SUPPORT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマ。

oname レプリケーション・サポートを生成するオブジェクトの名前。

type オブジェクトの型。サポートされている型は、TABLE、PACKAGEお
よび PACKAGE BODYです。

package_prefix 型が PACKAGEまたは PACKAGE BODYのオブジェクトの場合は、生成
されたラッパー・パッケージ名の前にこのパラメータの値が付加され
ます。デフォルトは DEFER_です。

procedure_prefix 型が PACKAGEまたは PACKAGE BODYのオブジェクトの場合は、生成
されたラッパー・プロシージャ名の前にこのパラメータの値が付加さ
れます。デフォルトでは、接頭辞は割り当てられません。

distributed この値は TRUEに設定してください。
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例外例外例外例外

GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、トリガーを起動し、更新可能スナップショットのレプリケーションま
たはプロシージャ・レプリケーションのサポートに必要なパッケージを生成します。このプ
ロシージャは、スナップショット・サイトからコールする必要があります。

gen_objs_owner 型が PACKAGEまたは PACKAGE BODYのオブジェクトの場合は、生
成されたオブジェクトが作成されるスキーマを指定します。NULLの
場合、オブジェクトは snameに作成されます。

min_communication マスター・サイトのいずれかが Oracle7リリース 7.3を実行している
場合は、FALSEを設定します。新旧の値の伝播を最小化する場合は、
TRUEを設定します。デフォルトは TRUEです。詳細は、『Oracle8i レ
プリケーション・ガイド』の「競合の解消」を参照してください。 

generate_80_
compatible

マスター・サイトのいずれかが Oracle8iリリース 8.1.5以前のバー
ジョンの Oracle Serverを実行している場合は、TRUEを設定します。
レプリケート環境が純粋な Oracle8iリリース 8.1.5以上の環境の場合
は、FALSEを設定します。

表表表表 34-86  GENERATE_REPLICATION_SUPPORT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが、行レベル・レプリケーション情報を待機し
ている表として指定のスキーマ内に存在していないか、またはラッ
パー生成を待機しているパッケージ（本体）として存在していませ
ん。

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが中断されていません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。

missingschema スキーマが存在しません。

dbnotcompatible マスターの 1つがリリース 7.3と互換性がありません。

duplicateobject オブジェクトがすでに存在します。

表表表表 34-85  GENERATE_REPLICATION_SUPPORT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORT (
   sname                    IN VARCHAR2,
   oname                    IN VARCHAR2,
   type                     IN VARCHAR2,
   gen_objs_owner           IN VARCHAR2 := '',
   min_communication        IN BOOLEAN  := TRUE,
   generate_80_compatible   IN BOOLEAN  := TRUE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-87  GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname オブジェクトが置かれているスキーマ。 

oname サポートを生成するオブジェクトの名前。

type オブジェクトの型。サポートされている型は、SNAPSHOT、PACKAGE
および PACKAGE BODYです。

gen_objs_owner 型が PACKAGEまたは PACKAGE BODYのオブジェクトの場合は、生
成されたオブジェクトが作成されるスキーマを指定します。NULLの
場合、オブジェクトは snameに作成されます。

min_communication TRUEを設定すると、更新文で列が変更された場合、更新トリガーは
その列の新しい値のみ送信します。その列がキー列または変更された
列グループ内の列の場合、更新トリガーはその列の元の値のみ送信し
ます。

generate_80_
compatible

マスター・サイトのいずれかが Oracle8iリリース 8.1.5以前のバー
ジョンの Oracle Serverを実行している場合は、TRUEを設定します。
レプリケート環境が純粋な Oracle8iリリース 8.1.5以上の環境の場合
は、FALSEを設定します。

表表表表 34-88  GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトが、行または列レベルのレプリケーション情報
を待機しているスナップショットとしてレプリケート・スキーマ内に
存在していないか、またはラッパー生成を待機しているパッケージ
（本体）として存在していません。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
CREATE_SNAPSHOT_REPOBJECTは、更新可能スナップショットのスナップショット・サ
ポートを自動的に生成します。

MAKE_COLUMN_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、1つ以上のメンバーを含んだ新しい列グループを作成します。このプ
ロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 
 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.MAKE_COLUMN_GROUP ( 
   sname                 IN   VARCHAR2,
   oname                 IN   VARCHAR2,
   column_group          IN   VARCHAR2,
   list_of_column_names  IN   VARCHAR2 | DBMS_REPCAT.VARCHAR2S);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

typefailure 指定した型パラメータはサポートされていません。

missingschema 生成オブジェクトの指定の所有者が存在しません。

missingremoteobject マスター・オブジェクトが、レプリケーション・サポートをまだ生成
していません。

commfailure マスターにアクセスできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「競合の解
消」を参照してください。

表表表表 34-89  MAKE_COLUMN_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマ。

oname 新しい列グループを作成するレプリケート表の名前。

column_group 作成する列グループに割り当てる名前。

list_of_column_names グループ化する列の名前。列名は、名前のカンマで区切られたリスト
または PL/SQL表のいずれかで示します。PL/SQL表は dbms_
repcat .varchar2 型にしてください。表内のすべての列を含んだ列
グループを作成するには、単一の値 '*'を使用します。

表表表表 34-88  GENERATE_SNAPSHOT_SUPPORT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明
DBMS_REPCAT 34-59



サブプログラムの要約
例外例外例外例外

PURGE_MASTER_LOGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した識別番号、発信元またはレプリケート・オブジェクト・グ
ループに対応する RepCatLog 内のローカル・メッセージを削除します。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.PURGE_MASTER_LOG (
   id      IN   NATURAL, 
   source  IN   VARCHAR2, 
   gname   IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-90  MAKE_COLUMN_GROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

duplicategroup 指定した列グループが、表にすでに存在しています。

missingobject 指定した表が存在しません。

missingcolumn 指定した列が、指定した表内に存在していません。

duplicatecolumn 指定した列は、すでに別の列グループのメンバーです。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止状態ではありません。

表表表表 34-91  PURGE_MASTER_LOG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

id 要求の識別番号。RepCatLog ビューに表示される番号です。

source 要求発信元のマスター・サイト。

gname 要求の作成対象となったレプリケート・オブジェクト・グループの名
前。
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例外例外例外例外

PURGE_STATISTICSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、RepResolution_Statistics ビューから情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.PURGE_STATISTICS (
   sname      IN   VARCHAR2, 
   oname      IN   VARCHAR2, 
   start_date IN   DATE,
   end_date   IN   DATE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-92  PURGE_MASTER_LOG プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster gnameが NULLでなく、起動サイトがマスター・サイトではありませ
ん。

表表表表 34-93  PURGE_STATISTICS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname レプリケート表が置かれているスキーマの名前。

oname 競合解消統計を削除する表の名前。

start_date/end_date 統計を削除する日付範囲。START_DATEが NULLの場合は、END_
DATEまでの統計がすべて削除されます。END_DATEが NULLの場合
は、START_DATE以降の統計がすべて削除されます。

表表表表 34-94  PURGE_STATISTICS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingschema 指定したスキーマが存在しません。

missingobject 指定した表が存在しません。

statnotreg この表は統計収集をするために登録されていません。
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REFRESH_SNAPSHOT_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・サイトのオブジェクト・グループを、関連するマ
スター・サイトから最新データでリフレッシュします。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.REFRESH_SNAPSHOT_REPGROUP (
   gname                  IN   VARCHAR2,
   drop_missing_contents  IN   BOOLEAN    := FALSE,
   refresh_snapshots      IN   BOOLEAN    := FALSE,
   refresh_other_objects  IN   BOOLEAN    := FALSE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-95  REFRESH_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

drop_missing_contents オブジェクトがレプリケート・オブジェクト・グループから削除され
た場合、スナップショット・サイトのスキーマからは自動的には削除
されません。ただし、オブジェクトはレプリケートされなくなりま
す。つまり、このオブジェクトに対する変更は、関連するマスター・
サイトに送信されなくなります。スナップショットは、引き続き関連
するマスター表からリフレッシュされますが、更新可能スナップ
ショットに対する変更は失われます。この引数に TRUEを設定する
と、オブジェクト・グループからオブジェクトが削除されるときに、
そのオブジェクトをスキーマから完全に削除できます。

refresh_snapshots これを TRUEに設定すると、レプリケート・オブジェクト・グループ
内のスナップショットの内容がリフレッシュされます。

refresh_other_objects これを TRUEに設定すると、レプリケート・オブジェクト・グループ
内の非スナップショット・オブジェクトの内容がリフレッシュされま
す。
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例外例外例外例外

REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、registered_snapshot_groups の挿入、変更および削除を行うこ
とによって、それぞれのマスター・サイトのスナップショット管理を容易にします。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP (
   gname            IN   VARCHAR2,
   snapsite         IN   VARCHAR2,
   comment          IN   VARCHAR2  := NULL,
   rep_type         IN   NUMBER    := reg_unknown,
   fname            IN   VARCHAR2  := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-96  REFRESH_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

nonmaster このマスターは、マスター・サイトではありません。

commfailure マスターにアクセスできません。

missingrepgroup オブジェクト・グループ名が指定されていません。

表表表表 34-97  REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 登録するスナップショット・オブジェクト・グループの名前。

snapsite スナップショット・サイトのグローバル名。

comment スナップショット・サイトに対するコメント、または既存のコメント
に対する更新。

rep_type スナップショット・グループのバージョン。代入できる有効な定数
は、reg_uknown （デフォルト）、reg_v7_group 、reg_v8_group
および reg_repapi_group です。

fname 内部使用のためのシステム・パラメータ。オラクル社カスタマ・サ
ポートから指示がない限り、このパラメータは設定しないでくださ
い。
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例外例外例外例外

REGISTER_STATISTICSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表の更新競合、削除競合および一意性競合の正常な解消に関する情報
を収集します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.REGISTER_STATISTICS (
   sname IN   VARCHAR2,
   oname IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-98  REGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingrepgroup オブジェクト・グループ名が指定されていません。

nullsitename スナップショット・サイトが指定されていません。

nonmaster このプロシージャは、スナップショットのマスター・サイトで実行す
る必要があります。

duplicaterepgroup オブジェクトがすでに存在します。

表表表表 34-99  REGISTER_STATISTICS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマの名前。

oname 競合解消統計を収集する表の名前。

表表表表 34-100  REGISTER_STATISTICS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingschema 指定したスキーマが存在しません。

missingobject 指定した表が存在しません。
34-64 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
RELOCATE_MASTERDEFプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、マスター定義サイトをレプリケート環境内の別のマスター・サイトに
変更します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.RELOCATE_MASTERDEF (
   gname                  IN   VARCHAR2, 
   old_masterdef          IN   VARCHAR2, 
   new_masterdef          IN   VARCHAR2, 
   notify_masters         IN   BOOLEAN    := TRUE,
   include_old_masterdef  IN   BOOLEAN    := TRUE,
   require_flavor_change  IN   BOOLEAN    := FALSE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-101  RELOCATE_MASTERDEF プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname マスター定義を再配置するオブジェクト・グループの名前。

old_masterdef 現行のマスター定義サイトの完全修飾データベース名。

new_masterdef 新しいマスター定義サイトにする既存のマスター・サイトの完全修飾
データベース名。

notify_masters TRUEの場合、このプロシージャは、変更内容をすべてのマスターに
同期式でマルチキャストします（INCLUDE_OLD_MASTERDEFが
TRUEの場合のみ OLD_MASTERDEFも含まれます）。変更を適用でき
ないマスターがある場合は、すべてのマスターで変更がロールバック
されます。

include_old_
masterdef

NOTIFY_MASTERSが TRUEで、INCLUDE_OLD_MASTERDEFも TRUE
の場合は、元のマスター定義サイトにも変更内容が通知されます。

require_flavor_change 内部使用のためのシステム・パラメータ。オラクル社カスタマ・サ
ポートから指示がない限り、このパラメータは設定しないでくださ
い。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
RELOCATE_MASTERDEFのコール時に、元のマスター定義サイトと新しいマスター定義サイ
トのいずれも使用可能である必要はありません。計画的に再構成する場合は、NOTIFY_
MASTERSに TRUEおよび INCLUDE_OLD_MASTERDEFに TRUEを設定して RELOCATE_
MASTERDEFを起動してください。 

マスター定義サイトでのみ障害が発生した場合は、NOTIFY_MASTERSに TRUEおよび
INCLUDE_OLD_MASTERDEFに FALSEを設定して RELOCATE_MASTERDEFを起動してくだ
さい。複数のマスター・サイトとマスター定義サイトで障害が発生した場合、管理者は、
NOTIFY_MASTERSに FALSEを設定して、各マスターで RELOCATE_MASTERDEFを起動す
る必要があります。

REMOVE_MASTER_DATABASESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート環境から 1つ以上のマスター・データベースを削除しま
す。また、トリガーと関連するパッケージを、残りのマスター・サイトで再生成します。こ
のプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.REMOVE_MASTER_DATABASES (
   gname           IN   VARCHAR2,
   master_list     IN   VARCHAR2 |
   master_table    IN   DBMS_UTILITY.DBLINK_ARRAY);

表表表表 34-102  RELOCATE_MASTERDEF プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster NEW_MASTERDEFがマスター・サイトではないか、または起動サイト
がマスター・サイトではありません。

nonmasterdef OLD_MASTERDEFがマスター定義サイトではありません。

commfailure NOTIFY_MASTERSが TRUEですが、アクセスできないマスター・サ
イトが少なくとも 1つあります。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

REPCAT_IMPORT_CHECKプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート・オブジェクトまたはアドバンスト・レプリケーション
機能で使用されるオブジェクトのエクスポートまたはインポートの実行後、レプリケート・
オブジェクト・グループ内のオブジェクトの識別子と状態値が適切かどうかを確認します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.REPCAT_IMPORT_CHECK (
   gname      IN   VARCHAR2,
   master     IN   BOOLEAN);

表表表表 34-103  REMOVE_MASTER_DATABASES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート環境に関連付けられているオブジェクト・グループの名
前。マスター・データベースが複数のレプリケート環境で使用されて
いる場合に、このパラメータによって混乱を避けることができます。

master_list レプリケート環境から削除する完全修飾マスター・データベース名の
カンマで区切られたリスト。リストの名前の間に空白を挿入しないで
ください。

master_table リストのかわりに、型 DBMS_UTILITY.DBLINK_ARRAYの PL/SQL
表でデータベース名を指定することもできます。

表表表表 34-104  REMOVE_MASTER_DATABASES プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

nonmaster 指定したデータベースの中に、マスター・サイト以外のデータベース
が少なくとも 1つあります。

reconfigerror 指定したデータベースの 1つが、マスター定義サイトです。

commfailure 残りのマスター・サイトの中に、アクセスできないサイトが少なくと
も 1つあります。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

RESUME_MASTER_ACTIVITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケート環境の休止後、通常のレプリケーション・アクティビ
ティを再開します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.RESUME_MASTER_ACTIVITY (
   gname       IN  VARCHAR2, 
   override    IN  BOOLEAN := FALSE);

表表表表 34-105  REPCAT_IMPORT_CHECK プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。パラメータを両方と
も省略すると、現行サイトのすべてのレプリケート・オブジェクト・
グループがチェックされます。

master マスター・サイトをチェックする場合は TRUE、スナップショット・
サイトをチェックする場合は FALSEを設定します。

表表表表 34-106  REPCAT_IMPORT_CHECK プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster MASTERが TRUEですが、データベースがそのオブジェクト・グルー
プのマスター・サイトではないか、または該当のデータベースではあ
りません。

nonsnapshot MASTERが FALSEですが、データベースがそのオブジェクト・グ
ループのスナップショット・サイトではありません。

missingobject オブジェクト・グループ内に有効なレプリケート・オブジェクトが存
在しません。

missingrepgroup 指定したグループ名が存在しません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

SEND_OLD_VALUESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
更新と削除のために、レプリケート表の各非キー列の元の値を送信するオプションがありま
す。デフォルトでは、すべての列の元の値が送信されます。DBMS_REPCAT.SEND_OLD_
VALUESをマスター定義サイトで起動すると、すべてのマスター・サイトとスナップショッ
ト・サイトでこの動作を変更できます。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.SEND_OLD_VALUES(
   sname           IN  VARCHAR2,
   oname           IN  VARCHAR2,
   { column_list   IN  VARCHAR2
   | column_table  IN  DBMS_REPCAT.VARCHAR2s,}
   operation       IN  VARCHAR2 := 'UPDATE',
   send            IN  BOOLEAN  := TRUE );

表表表表 34-107  RESUME_MASTER_ACTIVITY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

override TRUEの場合、保留中の RepCat 管理要求は無視され、通常のレプリ
ケーション・アクティビティが各マスターで可能な限り迅速に再開さ
れます。この設定は、緊急の場合に限り使用してください。 

FALSEの場合は、各マスターの gnameに対する保留中の RepCat 管
理要求がない場合に限り、そのマスターで通常のレプリケーション・
アクティビティが再開されます。

表表表表 34-108  RESUME_MASTER_ACTIVITY プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが休止中または休止状態では
ありません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。
DBMS_REPCAT 34-69



サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このプロシージャはオーバーロードされています。column_list
パラメータと column_table パラメータは、両方同時には指定できませ
ん。

表表表表 34-109  SEND_OLD_VALUES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマ。 

oname レプリケート表の名前。 

column_list 表内の列のカンマで区切られたリスト。エントリ間に空白を挿入しな
いでください。

column_table リストのかわりに、列名を含んだ DBMS_REPCAT.VARCHAR2型の
PL/SQL表を使用できます。最初の列名はオフセット 1の位置、2番
目はオフセット 2の位置、以下同様に設定されている必要がありま
す。

operation 有効な値は、UPDATE、DELETE、またはアスタリスクのワイルドカー
ド '*'（更新と削除を意味します）です。

send TRUEの場合は、指定した列の元の値が送信されます。FALSEの場合
は、指定した列の元の値が送信されません。指定外の列と指定外の操
作には影響しません。マスター定義サイトでは、表の min_
communication が TRUEになると、指定した変更がすぐに有効とな
ります。変更内容がマスター・サイトまたはスナップショット・サイ
トで有効になるのは、min_communication に TRUEを設定して、
次回そのサイトでレプリケーション・サポートを生成したときです。
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例外例外例外例外

SET_COLUMNSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、行レベル・レプリケーションの使用時に、主キーのかわりに代替列ま
たは列グループを使用するために、表のどの列を比較するかを判断します。このプロシー
ジャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.SET_COLUMNS (
   sname           IN    VARCHAR2,
   oname           IN    VARCHAR2,
   { column_list   IN    VARCHAR2
   | column_table  IN    DBMS_UTILITY.NAME_ARRAY } );

注意注意注意注意 : operation パラメータを使用すると、行の削除時または非キー列
の更新時に、非キー列の元の値を送信するかどうかを決定できます。元の
値を送信しないと、元の値のかわりに NULLが送信され、更新または削除
の適用時に送信先の現在の列値と元の値が等しいとみなされます。

Oracleのデフォルト動作を変更する前に、『Oracle8i レプリケーション・
ガイド』の「更新の競合解消のためのデータ伝播の最少化」を参照してく
ださい。 

表表表表 34-110  SEND_OLD_VALUES プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトは、行レベル・レプリケーション情報を待機し
ている表として指定のスキーマ内に存在していません。

missingcolumn 表に存在しない列が少なくとも 1つあります。 

notquiesced レプリケート・オブジェクト・グループが中断されていません。

typefailure 無効な操作が指定されています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「マルチマスタ・レ
プリケーションの使用方法」を参照してください。 
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

SUSPEND_MASTER_ACTIVITYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、オブジェクト・グループのレプリケーション・アクティビティを中断
します。このプロシージャは、マスター定義サイトからコールする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.SUSPEND_MASTER_ACTIVITY (
   gname   IN   VARCHAR2);

注意注意注意注意 : このプロシージャはオーバーロードされています。column_list
パラメータと column_table パラメータは、両方同時には指定できませ
ん。

表表表表 34-111  SET_COLUMNS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sname 表が置かれているスキーマ。

oname 表の名前。

column_list 表の中で主キーとして使用する列のカンマで区切られたリスト。エン
トリ間に空白を挿入しないでください。

column_table リストのかわりに、列名を含んだ型 DBMS_UTILITY.NAME_ARRAYの
PL/SQL表を使用できます。最初の列名はオフセット 1の位置、2番
目はオフセット 2の位置、以下同様に設定されている必要がありま
す。

表表表表 34-112  SET_COLUMNS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

missingobject 指定したオブジェクトは、行レベル・レプリケーション情報を待機し
ている表として指定のスキーマ内に存在していません。

missingcolumn 表に存在しない列が少なくとも 1つあります。 
34-72 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
現行の SUSPEND_MASTER_ACTIVITYのインプリメンテーションでは、各マスター・サイト
のレプリケート・オブジェクト・グループをすべて休止します。

SWITCH_SNAPSHOT_MASTERプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・レプリケート・オブジェクト・グループのマス
ター・データベースを別のマスター・サイトに変更します。影響するスナップショットは完
全にリフレッシュされ、必要に応じて、トリガーと関連するパッケージが再生成されます。
このプロシージャは、マスターの変更前に、元のマスター・サイトにキューを送信しませ
ん。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.SWITCH_SNAPSHOT_MASTER (
   gname              IN   VARCHAR2, 
   master             IN   VARCHAR2);

表表表表 34-113  SUSPEND_MASTER_ACTIVITY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname アクティビティを中断するオブジェクト・グループの名前。

表表表表 34-114  SUSPEND_MASTER_ACTIVITY プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmasterdef 起動サイトがマスター定義サイトではありません。

notnormal レプリケート・オブジェクト・グループが通常の操作モードではあり
ません。

commfailure アクセスできないマスター・サイトが少なくとも 1つあります。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

UNREGISTER_SNAPSHOT_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、registered_snapshot_groups の挿入、変更および削除を行うこ
とによって、それぞれのマスター・サイトのスナップショット管理を容易にします。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.UNREGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP (
   gname     IN   VARCHAR2,
   snapsite  IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-115  SWITCH_SNAPSHOT_MASTER プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname マスター・サイトを変更するスナップショット・オブジェクト・グ
ループの名前。

master そのスナップショット・サイトに使用する新しいマスター・データ
ベースの完全修飾データベース名。

表表表表 34-116  SWITCH_SNAPSHOT_MASTER プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonsnapshot 起動サイトがスナップショット・サイトではありません。

nonmaster 指定したデータベースはマスター・サイトではありません。

commfailure 指定したデータベースにアクセスできません。

表表表表 34-117  UNREGISTER_SNAPSHOT_REPGROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 登録解除するスナップショット・オブジェクト・グループの名前。

snapsite スナップショット・サイトのグローバル名。
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VALIDATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、複数マスター・レプリケーション環境のキー状態が正しいかどうか
を検証します。このプロシージャはオーバーロードされています。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.VALIDATE (
   gname               IN  VARCHAR2, 
   check_genflags      IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_valid_objs    IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_links_sched   IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_links         IN  BOOLEAN := FALSE,
   error_table         OUT dbms_repcat.validate_err_table )
  RETURN BINARY_INTEGER;

DBMS_REPCAT.VALIDATE (
   gname               IN  VARCHAR2, 
   check_genflags      IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_valid_objs    IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_links_sched   IN  BOOLEAN := FALSE,
   check_links         IN  BOOLEAN := FALSE,
   error_msg_table     OUT DBMS_UTILITY.UNCL_ARRAY,
   error_num_table     OUT DBMS_UTILITY.NUMBER_ARRAY )
  RETURN BINARY_INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 34-118  VALIDATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname 検証するマスター・グループの名前。

check_genflags グループ内のオブジェクトがすべて生成済みであるかどうかをチェッ
クします。このチェックは、マスター定義サイトでのみ実行してくだ
さい。

check_valid_objs グループ内のオブジェクトに対応する基礎オブジェクトが有効かどう
かをチェックします。このチェックは、マスター定義サイトでのみ実
行してください。マスター定義サイトは他のすべてのサイトを調べ
て、基礎オブジェクトが有効であることを確認します。オブジェクト
の有効性は、接続ユーザーのスキーマ内でチェックされます。

check_links_sched リンクの実行がスケジュールされているかどうかをチェックします。
このチェックは、各マスター・サイトで起動してください。
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例外例外例外例外

check_links 接続ユーザー（レプリケーション管理者）と伝播担当者に、レプリ
ケーションが適切に動作するための正しいリンクがあるかどうかを
チェックします。リンクがデータベースに存在していて、アクセス可
能であることを確認します。このチェックは、各マスター・サイトで
起動してください。

error_table 検出されたすべてのエラーのメッセージと番号を戻します。

error_msg_table 検出されたすべてのエラーのメッセージを戻します。

error_num_table 検出されたすべてのエラーの番号を戻します。

表表表表 34-119  VALIDATE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

missingdblink データベース・リンクがレプリケーション伝播担当者のスキーマ内に
存在していないか、またはスケジュールされていません。データベー
ス・リンクがデータベースに存在していてアクセス可能であること、
および実行がスケジュールされていることを確認してください。

dblinkmismatch ローカル・ノードのデータベース・リンク名が、そのリンクがアクセ
スするデータベースのグローバル名と一致しません。グローバル名に
TRUEが設定され、そのリンク名がグローバル名と一致していること
を確認してください。

dblinkuidmismatch ローカル・ノードのレプリケーション管理ユーザーのユーザー名と、
そのデータベース・リンクに対応するノードのユーザー名が同じでは
ありません。アドバンスト・レプリケーションでは、両方のユーザー
が同じであることが必要です。ローカル・ノードのレプリケーション
管理ユーザーのユーザー IDと、そのデータベース・リンクに対応す
るノードのユーザー IDが同じになるようにしてください。   

objectnotgenerated オブジェクトが、他のマスター・サイトで生成されていないか、また
は生成中です。マスター定義サイトのオブジェクトに対して
generate_replication_support と do_deferred_repcat_
admin をコールして、オブジェクトを確実に生成してください。 

opnotsupported オブジェクト・グループがバージョン 8より前のノードでレプリケー
トされている場合は、操作がサポートされていません。レプリケー
ト・オブジェクト・グループのすべてのノードがバージョン 8である
ことを確認してください。

表表表表 34-118  VALIDATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
VALIDATEの戻り値は、検出されたエラーの数です。ファンクションの OUTパラメータに
は、検出されたエラーが戻されます。最初のインタフェース・ファンクションでは、
ERROR_TABLEはレコードの配列で構成されています。各レコードには、VARCHAR2と
NUMBERがあります。文字列フィールドにはエラー・メッセージが格納され、番号フィール
ドには Oracleのエラー番号が格納されます。 

2番目のインタフェースは、OUT配列が 2つある以外は最初のインタフェースと同じです。
VARCHAR2配列にエラー・メッセージが格納され、NUMBER配列にエラー番号が格納されま
す。

WAIT_MASTER_LOGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、マスター・サイトに非同期で伝播された変更内容が適用されたかどう
かを判断します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT.WAIT_MASTER_LOG (
   gname          IN    VARCHAR2, 
   record_count   IN    NATURAL, 
   timeout        IN    NATURAL, 
   true_count     OUT   NATURAL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 34-120  WAIT_MASTER_LOG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

gname レプリケート・オブジェクト・グループの名前。

record_count 未完了のアクティビティ件数がこのしきい値以下になるたびにプロ
シージャに戻ります。

timeout プロシージャが戻るまで待機する最大秒数。

true_count
(out parameter)

未完了のアクティビティの数を戻します。

表表表表 34-121  WAIT_MASTER_LOG プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster 起動サイトがマスター・サイトではありません。
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35

DBMS_REPCAT_ADMIN

DBMS_REPCAT_ADMINによって、対称型レプリケーション機能に必要な権限を付与した
ユーザーを作成できます。 
_ADMIN 35-1



サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行サイトでレプリケート・オブジェクト・グループを管理するため
に必要な権限を、レプリケーション管理者に付与します。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMA (
   username  IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 35-1  DBMS_REPCAT_ADMIN パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAプロ
シージャ（35-2 ページ）

現行サイトでレプリケート・オブジェクト・グループを管理す
るために必要な権限を、レプリケーション管理者に付与しま
す。 

GRANT_ADMIN_SCHEMAプロシー
ジャ（35-3 ページ）

現行サイトでスキーマを管理するために必要な権限を、レプリ
ケーション管理者に付与します。 

REGISTER_USER_REPGROUPプロ
シージャ（35-3 ページ）

リモート・サイトで使用するための代理スナップショット管理
者権限または受信者権限を、マスター・サイトで割り当てま
す。 

REVOKE_ADMIN_ANY_SCHEMAプロ
シージャ（35-5 ページ）

GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAによって付与された権限とロー
ルを、レプリケーション管理者から取り消します。

REVOKE_ADMIN_SCHEMAプロシー
ジャ（35-6 ページ）

GRANT_ADMIN_SCHEMAによって付与された権限とロールを、
レプリケーション管理者から取り消します。

UNREGISTER_USER_REPGROUPプ
ロシージャ（35-6 ページ）

REGISTER_USER_REPGROUPプロシージャによって付与され
た権限とロールを、代理スナップショット管理者または受信者
から取り消します。

表表表表 35-2  GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username 現行サイトでレプリケート・オブジェクト・グループを管理するため
に必要な権限とロールを付与するレプリケーション管理者の名前。
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例外例外例外例外

GRANT_ADMIN_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行サイトでスキーマを管理するために必要な権限をレプリケーショ
ン管理者に付与します。このプロシージャは、オブジェクト・グループが単一のスキーマ内
にある場合に最も役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.GRANT_ADMIN_SCHEMA (
   username IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

REGISTER_USER_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リモート・サイトで使用するための代理スナップショット管理者権限
または受信者権限を、マスター・サイトで割り当てます。このプロシージャは、GRANT_
ADMIN_SCHEMAや GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAプロシージャで付与される強力な権限は付
与せずに、代理スナップショット管理者または受信者に必要な権限のみを付与します。

表表表表 35-3  GRANT_ADMIN_ANY_REPGROUP プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-01917 ユーザーが存在しません。

表表表表 35-4  GRANT_ADMIN_REPSCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username レプリケーション管理者の名前。このユーザーには、現行サイトでレ
プリケート・オブジェクト・グループにある同名のスキーマを管理す
るために必要な権限とロールが付与されます。

表表表表 35-5  GRANT_ADMIN_REPSCHEMA プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-01917 ユーザーが存在しません。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.REGISTER_USER_REPGROUP (
   username         IN   VARCHAR2,
   privilege_type   IN   VARCHAR2,
   list_of_gnames   IN   VARCHAR2 |
   table_of_gnames  IN   dbms_utility.name_array);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 信頼性のあるセキュリティ・モデルと信頼性の低いセキュリ
ティ・モデルの詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「高度
な設定」を参照してください。

表表表表 35-6  REGISTER_USER_REPGROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username 代理スナップショット管理者権限または受信者権限のいずれかを付与
するユーザーの名前。

privilege_type 割り当てる権限タイプ。privilege_type の定義には次の値を使用
します。

RECEIVER: 受信者権限

PROXY_SNAPADMIN: 代理スナップショット管理者権限

list_of_gnames ユーザーの受信者権限を登録するオブジェクト・グループのカンマで
区切られたリスト。リストのエントリ間に空白を挿入しないでくださ
い。NULLを設定すると、このプロシージャのコール時点で認識され
ていないオブジェクト・グループも含め、すべてのオブジェクト・グ
ループに対してそのユーザーが登録されます。NULLを設定するには、
名前表記法を使用する必要があります。リスト内に無効なオブジェク
ト・グループがあると、リスト全体の登録に失敗します。 

list_of_gnames に値を指定した場合は、table_of_gnames の値
は指定しないでください。

table_of_gnames ユーザーの受信者権限を登録するオブジェクト・グループの PL/SQL
表。PL/SQL表の型は DBMS_UTILITY.NAME_ARRAYにしてくださ
い。この表は 1が基準です。値に NULLを使用すると、すべてのオブ
ジェクト・グループに対してそのユーザーが登録されます。表内に無
効なオブジェクト・グループがあると、表全体の登録に失敗します。

table_of_gnames に値を指定した場合は、list_of_gnames の値
は指定しないでください。
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例外例外例外例外

REVOKE_ADMIN_ANY_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAによって付与された権限とロールを、
レプリケーション管理者から取り消します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.REVOKE_ADMIN_ANY_SCHEMA (
   username IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 35-7  REGISTER_USER_REPGROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster 指定したオブジェクト・グループが存在していないか、または起動
データベースがマスターではありません。

ORA-01917 ユーザーが存在しません。

typefailure 権限タイプの指定に誤りがあります。

注意注意注意注意 : GRANT_ADMIN_ANY_SCHEMAとは別に付与された同一の権限と
ロールも取り消されます。

表表表表 35-8  REVOKE_ADMIN_ANY_SCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username 権限を取り消すレプリケーション管理者の名前。

表表表表 35-9  REVOKE_ADMIN_ANY_SCHEMA プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-01917 ユーザーが存在しません。
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REVOKE_ADMIN_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、GRANT_ADMIN_SCHEMAによって付与された権限とロールを、レプリ
ケーション管理者から取り消します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.REVOKE_ADMIN_SCHEMA (
   username IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

UNREGISTER_USER_REPGROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、REGISTER_USER_REPGROUPプロシージャによって付与された権限
とロールを、代理スナップショット管理者または受信者から取り消します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_ADMIN.UNREGISTER_USER_REPGROUP (
   username         IN   VARCHAR2,
   privilege_type   IN   VARCHAR2,
   list_of_gnames   IN   VARCHAR2 |
   table_of_gnames  IN   dbms_utility.name_array);

注意注意注意注意 : GRANT_ADMIN_SCHEMAとは別に付与された同一の権限とロール
も取り消されます。

表表表表 35-10  REVOKE_ADMIN_SCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username 権限を取り消すレプリケーション管理者の名前。

表表表表 35-11  REVOKE_ADMIN_SCHEMA プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-01917 ユーザーが存在しません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 35-12  UNREGISTER_USER_REPGROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

username 登録解除するユーザーの名前。

privilege_type 取り消す権限タイプ。privilege_type の定義には次の値を使用し
ます。

RECEIVER: 受信者権限

PROXY_SNAPADMIN: 代理スナップショット管理者権限

list_of_gnames ユーザーの受信者権限の登録を解除するオブジェクト・グループのカ
ンマで区切られたリスト。リストのエントリ間に空白を挿入しないで
ください。NULLを設定すると、登録されているすべてのオブジェク
ト・グループに対する登録が解除されます。NULLを設定するには、
名前表記法を使用する必要があります。リスト内に無効なオブジェク
ト・グループがあると、リスト全体の登録解除に失敗します。 

list_of_gnames に値を指定した場合は、table_of_gnames の値
は指定しないでください。

table_of_gnames ユーザーの受信者権限の登録を解除するオブジェクト・グループの
PL/SQL表。PL/SQL表の型は DBMS_UTILITY.NAME_ARRAYにして
ください。この表は 1が基準です。値に NULLを使用すると、登録さ
れているすべてのオブジェクト・グループに対してそのユーザーの登
録が解除されます。表内に無効なオブジェクト・グループがあると、
表全体の登録解除に失敗します。

table_of_gnames に値を指定した場合は、list_of_gnames の値
は指定しないでください。

表表表表 35-13  UNREGISTER_USER_REPGROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

nonmaster 指定したオブジェクト・グループが存在していないか、または起動
データベースがマスターではありません。

ORA-01917 ユーザーが存在しません。

typefailure 権限タイプの指定に誤りがあります。
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36

DBMS_REPCAT_INSTANTIATE

DBMS_REPCAT_INSTANTIATEパッケージは、配置テンプレートをインスタンス化します。
ANTIATE 36-1



サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

DROP_SITE_INSTANTIATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ターゲット・サイトのテンプレート・インスタンシエーションを削除
します。マスター・サイトの関連メタデータをすべて削除し、指定したサイトにおけるス
ナップショットのリフレッシュを使用禁止にします。このプロシージャは、テンプレートを
最初にインスタンス化したユーザーとして実行する必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_INSTANTIATE.DROP_SITE_INSTANTIATION (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2,
   site_name              IN   VARCHAR2,
   repapi_site_id         IN   NUMBER := -1e-130);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 36-1  DBMS_REPCAT_INSTANTIATE パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

DROP_SITE_INSTANTIATIONプロ
シージャ（36-2 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビューからターゲット・サ
イトを削除するパブリック・プロシージャ。

INSTANTIATE_OFFLINEファンク
ション（36-3 ページ）

マスター・サイトでスクリプトを生成するパブリック・ファン
クションで、オフライン時にリモート・スナップショット・サ
イトでスナップショット環境を作成するために使用します。

INSTANTIATE_ONLINEファンク
ション（36-5 ページ）

マスター・サイトでスクリプトを生成するパブリック・ファン
クションで、オンライン時にリモート・スナップショット・サ
イトでスナップショット環境を作成するために使用します。 

注意注意注意注意 : テンプレートをインスタンス化したユーザーを調べるには、
REPCAT_TEMPLATE_SITESビューを参照してください。

表表表表 36-2  DROP_SITE_INSTANTIATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除する配置テンプレートの名前。

site_name 指定したテンプレート・インスタンシエーションを削除する
Oracle Serverのサイト。（site_name を指定した場合、repapi_
site_id は指定しないでください。）
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サブプログラムの要約
INSTANTIATE_OFFLINEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプトは、
オフライン時にリモート・スナップショット・サイトでスナップショット環境を作成するた
めに使用します。生成されたスクリプトは、長時間マスター・サイトに接続したままにでき
ないリモート・スナップショット・サイトで使用してください。これは、スナップショッ
ト・サイトがラップトップの場合に便利な方法です。Replication Managerのパッケージ作
成ツールを使用して、生成したスクリプトとデータを 1つのファイルにパッケージ化する
と、このファイルを FTPサイトにポストしたり、CD-ROMやフロッピィ・ディスクなどに
ロードすることができます。詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「配置テン
プレート」を参照してください。

このファンクションで生成されたスクリプトは、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT一時ビュー
に格納され、配置テンプレートの配布時に、Replication Managerなどの Oracle Toolsで使
用されます。このファンクションで戻される数値は、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTビュー
から該当する情報を取り出すために使用されます。

このパブリック・ファンクションを実行するユーザーは、指定したサイトでインスタンス化
されたテンプレートの登録ユーザーになります。

repapi_site_id 指定したテンプレート・インスタンシエーションを削除する
REPAPIの位置を示します。（repapi_site_id を指定した場合、
site_name は指定しないでください。）

注意注意注意注意 : このファンクションは、配置テンプレートのオフライン・インス
タンシエーションの実行に使用されます。

このファンクションを、DBMS_OFFLINE_OGパッケージ内のプロシー
ジャ（マスター表のオフライン・インスタンシエーションの実行に使用）
や DBMS_OFFLINE_SNAPSHOTパッケージ内のプロシージャ（スナップ
ショットのオフライン・インスタンシエーションの実行に使用）と混同し
ないでください。これらの使用方法の詳細は、各パッケージの説明を参照
してください。

表表表表 36-2  DROP_SITE_INSTANTIATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
DBMS_REPCAT_INSTANTIATE 36-3



サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_INSTANTIATE.INSTANTIATE_OFFLINE(
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   site_name               IN   VARCHAR2, 
   runtime_parm_id         IN   NUMBER   := -1e-130,
   next_date               IN   DATE     := SYSDATE,
   interval                IN   VARCHAR2 :'SYSDATe + 1')
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 36-3  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name インスタンス化する配置テンプレートの名前。

site_name 配置テンプレートをインスタンス化するリモート・サイトの名前。

runtime_parm_id INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャを使用してランタイム・パ
ラメータ値を定義した場合は、ランタイム・パラメータ値の作成時
に使用した IDを指定します。（GET_RUNTIME_PARM_IDファンク
ションを使用して取り出された IDです。）

next_date リフレッシュ・グループの作成時に使用される次回リフレッシュ日
付の値を指定します。

interval リフレッシュ・グループの作成時に使用されるリフレッシュ間隔を
指定します。

表表表表 36-4  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 認可ユーザー名が無効か、または存在しません。指定したユーザーが
DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューにリストされていることを検
証してください。リストされていない場合、指定したユーザーは、対
象とする配置テンプレートのインスタンス化を認可されていません。

bad_parms 定義したユーザー・パラメータ値またはテンプレート・デフォルト値
によって移入されていないテンプレート・パラメータがあります。事
前定義値の数とテンプレート・パラメータ数が一致していないか、ま
たは事前定義値がターゲット・パラメータに対して無効です（型の不
一致など）。
36-4 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値

INSTANTIATE_ONLINEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプトは、
オンライン時にリモート・スナップショット・サイトでスナップショット環境を作成するた
めに使用します。リモート・スナップショット・サイトでのインスタンス化プロセスは長く
かかる場合があるため（必要な時間は新しいスナップショットに移入されるデータの量に
よって異なります）、生成されたスクリプトは、マスター・サイトに長時間接続したままに
できるリモート・スナップショット・サイトで使用してください。

このファンクションで生成されたスクリプトは、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT一時ビュー
に格納され、配置テンプレートの配布時に、Replication Managerなどの Oracle Toolsで使
用されます。このファンクションで戻される数値は、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTビュー
から該当する情報を取り出すために使用されます。

このパブリック・ファンクションを実行するユーザーは、指定したサイトでインスタンス化
されたテンプレートの登録ユーザーになります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_INSTANTIATE.INSTANTIATE_ONLINE(
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   site_name               IN   VARCHAR2, 
   runtime_parm_id         IN   NUMBER   := -1e-130,
   next_date               IN   DATE     := SYSDATE,
   interval                IN   VARCHAR2 :'SYSDATe + 1')
  RETURN NUMBER;

表表表表 36-5  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システムによって生成された番号。生成されたインスタンシエーショ
ン・スクリプトを取り出すため USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT
ビューから選択するときに、output_id に使用する値です。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

表表表表 36-6  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name インスタンス化する配置テンプレートの名前。

site_name 配置テンプレートをインスタンス化するリモート・サイトの名前。

runtime_parm_id INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャを使用してランタイム・パ
ラメータ値を定義した場合は、ランタイム・パラメータの作成時に
使用した ID（GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションを使用して
取り出された IDです）を指定します。

next_date リフレッシュ・グループの作成時に使用される次回リフレッシュ日
付の値を指定します。

interval リフレッシュ・グループの作成時に使用されるリフレッシュ間隔を
指定します。

表表表表 36-7  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 認可ユーザー名が無効か、または存在しません。指定したユーザーが
DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューにリストされていることを検
証してください。リストされていない場合、指定したユーザーは、
ターゲット配置テンプレートのインスタンス化を認可されていませ
ん。

bad_parms 定義したユーザー・パラメータ値またはテンプレート・デフォルト値
によって移入されていないテンプレート・パラメータがあります。事
前定義値の数とテンプレート・パラメータ数が一致していないか、ま
たは事前定義値がターゲット・パラメータに対して無効です（型の不
一致など）。

表表表表 36-8  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システムによって生成された番号。生成されたインスタンシエーショ
ン・スクリプトを取り出すため USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT
ビューから選択するときに、output_id に使用する値です。
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DBMS_REPC
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DBMS_REPCAT_RGT

DBMS_REPCAT_RGTは、リフレッシュ・グループ・テンプレートのメンテナンスと定義を制
御します。 
AT_RGT 37-1



サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 37-1  DBMS_REPCAT_RGT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

ALTER_REFRESH_TEMPLATEプロ
シージャ（37-4 ページ）

DBAが既存の配置テンプレートを変更できます。

ALTER_TEMPLATE_OBJECTプロ
シージャ（37-6 ページ）

指定した配置テンプレートに追加されているオブジェクトを変
更します。 

ALTER_TEMPLATE_PARMプロシー
ジャ（37-9 ページ）

DBAが特定の配置テンプレートのパラメータを変更できます。 

ALTER_USER_AUTHORIZATIONプ
ロシージャ（37-10 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューの内容を変更します。 

ALTER_USER_PARM_VALUEプロ
シージャ（37-11 ページ）

特定のユーザーに対して定義されている既存のパラメータ値を
変更します。

COMPARE_TEMPLATESファンク
ション（37-14 ページ）

DBAが 2つの配置テンプレートの内容を比較できます。

COPY_TEMPLATEファンクション
（37-15 ページ）

DBAが配置テンプレートをコピーできます。 

CREATE_OBJECT_FROM_EXISTING
ファンクション（37-17 ページ）

既存のデータベース・オブジェクトからテンプレート・オブ
ジェクト定義を作成し、それをターゲット配置テンプレートに
追加します。

CREATE_REFRESH_TEMPLATEファ
ンクション（37-18 ページ）

配置テンプレートを作成します。テンプレート名、プライベー
トまたはパブリック・ステータス、およびターゲット・リフ
レッシュ・グループを定義できます。 

CREATE_TEMPLATE_OBJECTファ
ンクション（37-20 ページ）

ターゲット配置テンプレートのコンテナにオブジェクト定義を
追加します。 

CREATE_TEMPLATE_PARMファン
クション（37-22 ページ）

特定の配置テンプレートのパラメータを作成します。この結
果、リモート・スナップショット・サイトでカスタム・デー
タ・セットを作成できます。 

CREATE_USER_AUTHORIZATION
ファンクション（37-24 ページ）

特定のユーザーに、プライベート配置テンプレートのインスタ
ンス化を認可します。

CREATE_USER_PARM_VALUEファ
ンクション（37-26 ページ）

特定のユーザーに対する配置テンプレートのパラメータ値を事
前定義します。

DELETE_RUNTIME_PARMSプロ
シージャ（37-28 ページ）

INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャを使用して定義した
ランタイム・パラメータ値を削除します。

DROP_ALL_OBJECTSプロシージャ
（37-28 ページ）

DBAが、配置テンプレートからすべてのオブジェクトまたは
特定のオブジェクト型を削除できます。
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サブプログラムの要約
DROP_ALL_TEMPLATE_PARMSプロ
シージャ（37-29 ページ）

DBAが、指定した配置テンプレートのテンプレート・パラ
メータを削除できます。 

DROP_ALL_TEMPLATE_SITESプロ
シージャ（37-30 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビューからすべてのエント
リを削除します。

DROP_ALL_TEMPLATESプロシー
ジャ（37-31 ページ）

プロシージャがコールされるサイトの配置テンプレートをすべ
て削除します。

DROP_ALL_USER_
AUTHORIZATIONSプロシージャ
（37-31 ページ）

DBAが、指定した配置テンプレートに対するユーザー認証を
すべて削除できます。 

DROP_ALL_USER_PARM_VALUESプ
ロシージャ（37-32 ページ）

特定の配置テンプレートに対するユーザー・パラメータ値を削
除します。 

DROP_REFRESH_TEMPLATEプロ
シージャ（37-33 ページ）

配置テンプレートを削除します。

DROP_SITE_INSTANTIATIONプロ
シージャ（37-34 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビューからターゲット・サ
イトを削除します。

DROP_TEMPLATE_OBJECTプロ
シージャ（37-35 ページ）

特定の配置テンプレートからテンプレート・オブジェクトを削
除します。 

DROP_TEMPLATE_PARMプロシー
ジャ（37-36 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビューから既存のテンプ
レート・パラメータを削除します。

DROP_USER_AUTHORIZATIONプロ
シージャ（37-36 ページ）

DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューからユーザー認証エン
トリを削除します。

DROP_USER_PARM_VALUEプロ
シージャ（37-37 ページ）

特定の配置テンプレートに対する事前定義ユーザー・パラメー
タ値を削除します。

GET_RUNTIME_PARM_IDファンク
ション（37-38 ページ）

ランタイム・パラメータ値の定義時に使用する IDを取り出し
ます。 

INSERT_RUNTIME_PARMSプロ
シージャ（37-39 ページ）

テンプレートのインスタンス化前にランタイム・パラメータ値
を定義します。 

INSTANTIATE_OFFLINEファンク
ション（37-40 ページ）

マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプト
は、オフライン時にリモート・スナップショット・サイトでス
ナップショット環境を作成するために使用します。

INSTANTIATE_ONLINEファンク
ション（37-42 ページ）

マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプト
は、オンライン時にリモート・スナップショット・サイトでス
ナップショット環境を作成するために使用します。 

表表表表 37-1  DBMS_REPCAT_RGT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
ALTER_REFRESH_TEMPLATEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャでは、DBAが既存の配置テンプレートを変更できます。新規配置テンプ
レート名、新規リフレッシュ・グループまたは新規所有者の定義や、パブリックまたはプラ
イベート・ステータスの変更などを実行できます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_REFRESH_TEMPLATE (
   refresh_template_name      IN   VARCHAR2,
   new_owner                  IN   VARCHAR2 := '-',
   new_refresh_group_name     IN   VARCHAR2 := '-',
   new_refresh_template_name  IN   VARCHAR2 := '-',
   new_template_comment       IN   VARCHAR2 := '-',
   new_public_template        IN   VARCHAR2 := '-',
   new_last_modified          IN   DATE     := to_date('1', 'J'),
   new_modified_by            IN   NUMBER   := -1e-130);

LOCK_TEMPLATE_EXCLUSIVEプロ
シージャ（37-44 ページ）

配置テンプレートの更新中または変更中に、ユーザーがテンプ
レートの読込みまたはインスタンス化を実行できないようにし
ます。

LOCK_TEMPLATE_SHAREDプロ
シージャ（37-45 ページ）

指定した配置テンプレートを読取り専用にします。 

表表表表 37-1  DBMS_REPCAT_RGT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-2  ALTER_REFRESH_TEMPLATE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 変更する配置テンプレートの名前。

new_owner 配置テンプレートの新しい所有者名。現行所有者を変更しないときは
値を指定しないでください。

new_refresh_group_
name

必要な場合は、テンプレート・オブジェクトが追加される新規リフ
レッシュ・グループ名を指定します。現行のリフレッシュ・グループ
を変更しないときは値を指定しないでください。

new_refresh_template_
name

新しい配置テンプレート名を指定します。現行の配置テンプレート名
を変更しないときは値を指定しないでください。

new_template_comment 配置テンプレートの新しいコメント。現行のテンプレート・コメント
を変更しないときは値を指定しないでください。

new_public_template 配置テンプレートがパブリックかプライベートかを決定します。指定
できる値は 'Y'と 'N'（'Y' = パブリック、'N' = プライベート）のみで
す。現行の値を変更しないときは値を指定しないでください。

new_last_modified この配置テンプレートの最終更新日付。値を指定しないと、現行の日
付が自動的に使用されます。

new_modified_by この配置テンプレートの最終更新ユーザーの名前。値を指定しない
と、現行ユーザーが自動的に使用されます。

表表表表 37-3  ALTER_REFRESH_TEMPLATE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

bad_public_template public_template パラメータの指定に誤りがあります。public_
template パラメータには、'Y'（パブリック・テンプレート）または
'N'（プライベート・テンプレート）のいずれかを指定してください。

dupl_refresh_template 指定した名前のテンプレートがすでに存在します。DBA_REPCAT_
REFRESH_TEMPLATESビューを参照してください。
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ALTER_TEMPLATE_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した配置テンプレートに追加されているオブジェクトを変更しま
す。オブジェクト DDLの変更や、異なる配置テンプレートへのオブジェクトの割当てを実
行できます。

テンプレートの変更内容は、変更後に配置テンプレートをインスタンス化する新規サイトで
のみ反映されます。テンプレートをすでにインスタンス化しているリモート・サイトは、配
置テンプレートを再インスタンス化して変更内容を適用する必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_TEMPLATE_OBJECT (
   refresh_template_name       IN   VARCHAR2, 
   object_name                 IN   VARCHAR2,
   object_type                 IN   VARCHAR2,
   new_refresh_template_name   IN   VARCHAR2 := '-',
   new_object_name             IN   VARCHAR2 := '-',
   new_object_type             IN   VARCHAR2 := '-',
   new_ddl_text                IN   CLOB     := '-',
   new_master_rollback_seg     IN   VARCHAR2 := '-',
   new_flavor_id               IN   NUMBER   := -1e-130);
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-4  ALTER_TEMPLATE_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 変更するオブジェクトを含んだ配置テンプレートの名前。

object_name 変更するテンプレート・オブジェクトの名前。

object_type 変更するオブジェクトの型。

new_refresh_template_
name

このオブジェクトを再割当てする新しい配置テンプレートの名前。オ
ブジェクトを現行の配置テンプレートに割り当てたままにするときは
値を指定しないでください。

new_object_name テンプレート・オブジェクトの新しい名前。現行のオブジェクト名を
変更しないときは値を指定しないでください。

new_object_type 必要な場合は新しいオブジェクト型を指定します。次の型のオブジェ
クトを指定できます。

SNAPSHOT        PROCEDURE
INDEX           FUNCTION
TABLE           PACKAGE
VIEW            PACKAGE BODY
SYNONYM         TRIGGER
SEQUENCE        DATABASE LINK

new_ddl_text 指定したオブジェクトの新しいオブジェクト DDL。現行のオブジェ
クト DDLを変更しないときは値を指定しないでください。

new_master_rollback_
seg

指定したオブジェクトの新しいマスター・ロールバック・セグメン
ト。現行のロールバック・セグメントを変更しないときは値を指定し
ないでください。

new_flavor_id 指定したオブジェクトの新しい固有 ID。現行の固有 IDを変更しない
ときは値を指定しないでください。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
ALTER_TEMPLATE_OBJECTプロシージャは CLOBを利用するため、このプロシージャを使
用する場合は、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、ALTER_
TEMPLATE_OBJECTプロシージャで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'CREATE SNAPSHOT snap_sales AS SELECT *
      FROM sales WHERE salesperson = :salesid and region_id = :region';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_TEMPLATE_OBJECT(
      refresh_template_name => 'rgt_personnel',
      object_name => 'SNAP_SALES',
      object_type => 'SNAPSHOT',
      new_ddl_text => templob);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

表表表表 37-5  ALTER_TEMPLATE_OBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_flavor_id 指定した固有 IDが無効か、または存在しません。

bad_object_type オブジェクト型の指定に誤りがあります。有効なオブジェクト型のリ
ストは、表 37-4を参照してください。

miss_template_object 指定したテンプレート・オブジェクト名が無効か、または存在しませ
ん。

dupl_template_object new_refresh_template_name パラメータに指定した新規テンプ
レート名はすでに存在しています。
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ALTER_TEMPLATE_PARMプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャでは、DBAが特定の配置テンプレートのパラメータを変更できます。パ
ラメータ名の変更またはデフォルト値やプロンプト文字列の再定義などを実行できます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_TEMPLATE_PARM (
   refresh_template_name       IN   VARCHAR2,
   parameter_name              IN   VARCHAR2,
   new_refresh_template_name   IN   VARCHAR2 := '-',
   new_parameter_name          IN   VARCHAR2 := '-',
   new_default_parm_value      IN   CLOB     := NULL,
   new_prompt_string           IN   VARCHAR2 := '-',
   new_user_override           IN   VARCHAR2 := '-');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-6  ALTER_TEMPLATE_PARM プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 変更するパラメータを含んだ配置テンプレートの名前。

parameter_name 変更するパラメータの名前。

new_refresh_template_
name

指定したパラメータを再割当てする配置テンプレートの名前（あるテ
ンプレートのパラメータを別のテンプレートに移動するときに便利で
す）。パラメータを現行テンプレートに割り当てたままにするときは
値を指定しないでください。

new_parameter_name テンプレート・パラメータの新しい名前。現行のパラメータ名を変更
しないときは値を指定しないでください。

new_default_parm_
value

指定したパラメータの新しいデフォルト値。現行のデフォルト値を変
更しないときは値を指定しないでください。

new_prompt_string 指定したパラメータの新しいプロンプト・テキスト。現行のプロンプ
ト文字列を変更しないときは値を指定しないでください。

new_user_override インスタンス化プロセス時にプロンプトが表示された場合に、ユー
ザーにデフォルト値の上書きを許可するかどうかを決定します（該当
のパラメータに対してユーザー・パラメータ値が定義されていない
と、プロンプトが表示されます）。デフォルト値の上書きを許可する
場合は 'Y'、許可しない場合は 'N'を設定します。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
ALTER_TEMPLATE_PARMプロシージャは CLOBを利用するため、このプロシージャを使用
する場合は、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、ALTER_
TEMPLATE_PARMプロシージャで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'REGION 20';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_TEMPLATE_PARM(
      refresh_template_name => 'rgt_personnel',
      parameter_name => 'region',
      new_default_parm_value => templob);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

ALTER_USER_AUTHORIZATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューの内容を変更します。具体的
には、ユーザー・テンプレートまたは配置テンプレートの認可割当てを変更できます。たと
えば、このプロシージャは、従業員が異動して、別の配置テンプレートのスナップショット
環境を必要とする場合に役立ちます。DBAが新規配置テンプレートを従業員に割り当てる
だけで、そのユーザーはターゲット・テンプレートのインスタンス化を認可されます。

表表表表 37-7  ALTER_TEMPLATE_PARM プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_template_parm 指定したテンプレート・パラメータが無効か、または存在しません。

dupl_template_parm new_refresh_template_name と new_parameter_name の組合
せがすでに存在します。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_USER_AUTHORIZATION (
   user_name                   IN   VARCHAR2,
   refresh_template_name       IN   VARCHAR2,
   new_user_name               IN   VARCHAR2 := '-',
   new_refresh_template_name   IN   VARCHAR2 := '-');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

ALTER_USER_PARM_VALUEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定のユーザーに対して定義されている既存のパラメータ値を変更し
ます。スナップショット環境で割当て表を使用している場合に特に便利なプロシージャで

表表表表 37-8  ALTER_USER_AUTHORIZATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

user_name 認可を変更対象とするユーザーの名前。

refresh_template_name 指定したユーザーに現在割り当てられている、変更対象の配置テンプ
レートの名前。

new_user_name このパラメータは、このテンプレート認可に対して、新しいユーザー
を定義するときに使用します。現行ユーザーを変更しないときは値を
指定しないでください。

new_refresh_template_
name

指定したユーザー（既存のユーザー、または指定した新規ユーザー）
がインスタンス化を認可される配置テンプレート。現行の配置テンプ
レートを変更しないときは値を指定しないでください。

表表表表 37-9  ALTER_USER_AUTHORIZATION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_user_
authorization

指定した user_name と refresh_template_name の組合せが
DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューに存在しません。

miss_user new_user_name または user_name パラメータに指定したユーザー
名が無効か、または存在しません。

miss_refresh_template new_refresh_template パラメータに指定した配置テンプレートが
無効か、または存在しません。

dupl_user_
authorization

指定したユーザー名と配置テンプレート名に対する行がすでに存在し
ています。DBA_REPCAT_AUTH_TEMPLATESビューを参照してくださ
い。
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す。ユーザー・パラメータ値を変更するだけで、リモート・スナップショット・サイトの
データ・セットを安全にすばやく変更できます。 

割当て表の使用方法の詳細は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「配置テンプレー
トの設計」を参照してください。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_USER_PARM_VALUE(
   refresh_template_name         IN   VARCHAR2, 
   parameter_name                IN   VARCHAR2,
   user_name                     IN   VARCHAR2,
   new_refresh_template_name     IN   VARCHAR2 := '-',
   new_parameter_name            IN   VARCHAR2 := '-',
   new_user_name                 IN   VARCHAR2 := '-',
   new_parm_value                IN   CLOB     := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-10  ALTER_USER_PARM_VALUE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 変更するユーザー・パラメータ値を含んだ配置テンプレートの名前。

parameter_name 変更するパラメータの名前。

user_name パラメータ値を変更対象とするユーザーの名前。

new_refresh_template_
name

指定したユーザー・パラメータ値を再割当てする配置テンプレートの
名前（別のテンプレートに対してユーザーを認可するときに便利で
す）。パラメータを現行テンプレートに割り当てたままにするときは
値を指定しないでください。

new_parameter_name 新規テンプレート・パラメータ名。既存のパラメータに対して定義さ
れたユーザー値を変更しないときは値を指定しないでください。

new_user_name このパラメータ値を適用する新規ユーザー名。パラメータを現行ユー
ザーに割り当てたままにするときは値を指定しないでください。

new_parm_value 指定したユーザー・パラメータの新しいパラメータ値。現行のパラ
メータ値を変更しないときは値を指定しないでください。
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例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
ALTER_USER_PARM_VALUEプロシージャは CLOBを利用するため、このプロシージャを使
用する場合は、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、ALTER_
USER_PARM_VALUEプロシージャで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'REGION 20';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   DBMS_REPCAT_RGT.ALTER_USER_PARM_VALUE(
      refresh_template_name => 'rgt_personnel',
      parameter_name => 'region',
      user_name => 'BOB',
      new_parm_value => templob);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

表表表表 37-11  ALTER_USER_PARM_VALUE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_template_parm 指定したテンプレート・パラメータが無効か、または存在しません。

miss_user user_name または new_user_name パラメータに指定したユーザー
名が無効か、または存在しません。

miss_user_parm_values 指定したユーザー・パラメータ値が存在しません。

dupl_user_parm_values 指定した新規ユーザー・パラメータはすでに存在しています。
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COMPARE_TEMPLATESファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションでは、DBAが 2つの配置テンプレートの内容を比較できます。2つの配
置テンプレートの相違点は、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT表に格納されます。

COMPARE_TEMPLATESファンクションは数値を戻します。この数値は、USER_REPCAT_
TEMP_OUTPUT表の問合せ時にWHERE句に指定する値です。たとえば、COMPARE_
TEMPLATESプロシージャが 10を戻した場合、指定した 2つのテンプレート間の相違点をす
べて表示するには、次の SELECT文を実行します（テンプレートが同じ場合、SELECT文で
行は戻されません）。

SELECT text FROM USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT
   WHERE output_id =  10 ORDER BY LINE;

USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTの内容は、ユーザーが切断するか、または ROLLBACKが実行
されると失われます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.COMPARE_TEMPLATES (
   source_template_name    IN   VARCHAR2,
   compare_template_name   IN   VARCHAR2)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-12  COMPARE_TEMPLATES ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

source_template_name 比較対象の最初の配置テンプレート名。

compare_template_name 比較対象の 2番目の配置テンプレート名。

表表表表 37-13  COMPARE_TEMPLATES ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 比較対象の配置テンプレート名が無効か、または存在しません。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

COPY_TEMPLATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションでは、DBAが配置テンプレートをコピーできます。このファンクショ
ンは、新しく作成する配置テンプレートに、既存の配置テンプレートに含まれているオブ
ジェクトを多数使用する場合に便利です。このファンクションは、配置テンプレート、テン
プレート・オブジェクト、テンプレート・パラメータおよびユーザー・パラメータ値をコ
ピーします。DBAは、オプションでこのテンプレートに対するユーザー認証をコピーでき
ます。このファンクションで戻される番号は、配置テンプレートを管理するために Oracle
で内部的に使用されます。

このファンクションでは、配置テンプレートを別のマスター・サイトにコピーすることもで
きます。この機能は、配置テンプレートの配布、および複数サイト間でのネットワーク負荷
の分散に役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.COPY_TEMPLATE (
   old_refresh_template_name     IN   VARCHAR2, 
   new_refresh_template_name     IN   VARCHAR2,
   copy_user_authorizations      IN   VARCHAR2,
   dblink                        IN   VARCHAR2 := NULL)
  RETURN NUMBER;

表表表表 37-14  COMPARE_TEMPLATES ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システムによって生成された数値。比較したテンプレート間の相違点
を参照するため USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTビューから選択する
ときに、output_id に使用する値です。

注意注意注意注意 : DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビュー内の値はコピーされませ
ん。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

表表表表 37-15  COPY_TEMPLATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

old_refresh_template_
name

コピー元の配置テンプレート名。

new_refresh_template_
name

新規配置テンプレート名。

copy_user_
authorizations

コピー元のテンプレートのテンプレート認可を新しい配置テンプレー
ト用にコピーするかどうかを指定します。有効な値は、'Y'、'N'およ
び NULLです。

注意注意注意注意 : すべてのユーザーがターゲット・データベースに存在している
必要があります。

dblink オプションで、配置テンプレートのコピー元を定義します（この機能
は、他のマスター・サイトに配置テンプレートを配布するときに便利
です）。指定しないと、配置テンプレートはローカル・マスター・サ
イトからコピーされます。

表表表表 37-16  COPY_TEMPLATE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template コピー元の配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

dupl_refresh_template 指定した新規リフレッシュ・テンプレート名がすでに存在していま
す。

bad_copy_auth copy_user_authorization パラメータに指定した値が無効です。
有効な値は、'Y'、'N'および NULLです。

表表表表 37-17  COPY_TEMPLATES ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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CREATE_OBJECT_FROM_EXISTINGファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、既存のデータベース・オブジェクトからテンプレート・オブジェク
ト定義を作成し、それをターゲット配置テンプレートに追加します。ターゲット配置テンプ
レートがリモート・スナップショット・サイトでインスタンス化されるときに、元のデータ
ベース・オブジェクトを作成したオブジェクト DDLが実行されます。これは、既存のトリ
ガーやプロシージャをテンプレートに追加するときに便利な方法です。このファンクション
で戻される番号は、配置テンプレートを管理するために Oracleで内部的に使用されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_OBJECT_FROM_EXISTING(
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2,
   object_name            IN   VARCHAR2,
   sname                  IN   VARCHAR2,
   oname                  IN   VARCHAR2,
   otype                  IN   VARCHAR2)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-18  CREATE_OBJECT_FROM_EXISTING ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name このオブジェクトを追加する配置テンプレートの名前。

object_name 必要な場合は、配置テンプレートに追加する既存オブジェクトの新規
名を指定します（既存のオブジェクトに新しい名前を定義できます）。

sname テンプレート・オブジェクトの作成元のオブジェクトを含んだスキー
マ。

oname テンプレート・オブジェクトの作成元のオブジェクト名。

otype テンプレートに追加するデータベース・オブジェクトの型
（PROCEDURE、TRIGGERなど）。オブジェクト型は、次の数値型識別
子を使用して指定する必要があります（DATABASE LINK または
SNAPSHOTは、このファンクションでは有効なオブジェクト型ではあ
りません）。

SEQUENCE        PROCEDURE
INDEX           FUNCTION
TABLE           PACKAGE
VIEW            PACKAGE BODY
SYNONYM         TRIGGER
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例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

CREATE_REFRESH_TEMPLATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、配置テンプレートを作成します。テンプレート名、プライベートま
たはパブリック・ステータス、およびターゲット・リフレッシュ・グループを定義できま
す。テンプレート・オブジェクト、ユーザー認証またはテンプレート・パラメータを作成す
るたびに、このファンクションで作成された配置テンプレートを参照します。このファンク
ションは、DBA_REPCAT_REFRESH_TEMPLATESビューに行を追加します。このファンク
ションで戻される番号は、配置テンプレートを管理するために Oracleで内部的に使用され
ます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_REFRESH_TEMPLATE (
   owner                  IN   VARCHAR2, 
   refresh_group_name     IN   VARCHAR2, 
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2, 
   template_comment       IN   VARCHAR2 := NULL,
   public_template        IN   VARCHAR2 := NULL,
   last_modified          IN   DATE     := SYSDATE,
   modified_by            IN   VARCHAR2 := USER,
   creation_date          IN   DATE     := SYSDATE,
   created_by             IN   VARCHAR2 := USER)

表表表表 37-19  CREATE_OBJECT_FROM_EXISTING ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定したリフレッシュ・テンプレート名が無効か、または存在しませ
ん。既存の配置テンプレートのリストは、DBA_REPCAT_REFRESH_
TEMPLATEビューを参照してください。

bad_object_type オブジェクト型の指定に誤りがあります（詳細は、表 37-24を参照し
てください）。

dupl_template_object 同じ名前と型のオブジェクトが、指定した配置テンプレートにすでに
追加されています。

objectmissing 指定した既存オブジェクトが存在しません。

表表表表 37-20  CREATE_OBJECT_FROM_EXISTING ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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  RETURN NUMBER

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-21  CREATE_REFRESH_TEMPLATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

owner 配置テンプレート所有者のユーザー名。指定しないと、テンプレート
の作成ユーザーが自動的に使用されます。

refresh_group_name このテンプレートのインスタンス化時に作成されるリフレッシュ・グ
ループの名前。このテンプレートで作成されたオブジェクトはすべ
て、指定したリフレッシュ・グループに割り当てられます。

refresh_template_name 作成する配置テンプレートの名前。この名前は、この配置テンプレー
トを含むすべてのアクティビティで参照されます。

template_comment ユーザー・コメント。このコメントは、DBA_REPCAT_REFRESH_
TEMPLATESビューに表示されます。

public_template 配置テンプレートがパブリックかプライベートかを指定します。指定
できる値は 'Y'と 'N'（'Y' = パブリック、'N' = プライベート）のみで
す。

last_modified この配置テンプレートの最終更新日付。値を指定しないと、現行の日
付が自動的に使用されます。

modified_by この配置テンプレートの最終更新ユーザーの名前。値を指定しない
と、現行ユーザーが自動的に使用されます。

creation_date この配置テンプレートの作成日付。値を指定しないと、現行の日付が
自動的に使用されます。

created_by この配置テンプレートの作成ユーザーの名前。値を指定しないと、現
行ユーザーが自動的に使用されます。

表表表表 37-22  CREATE_REFRESH_TEMPLATE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

dupl_refresh_template 指定した名前のテンプレートがすでに存在します。既存のテンプレー
トのリストは、DBA_REPCAT_REFRESH_TEMPLATESビューを参照し
てください。

bad_public_template public_template パラメータの指定に誤りがあります。public_
template パラメータには、'Y'（パブリック・テンプレート）または
'N'（プライベート・テンプレート）のいずれかを指定してください。
DBMS_REPCAT_RGT 37-19



サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値

CREATE_TEMPLATE_OBJECTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ターゲット配置テンプレートのコンテナにオブジェクト定義を追加
します。指定したオブジェクト DDLは、ターゲット配置テンプレートがリモート・スナッ
プショット・サイトでインスタンス化されるときに実行されます。スナップショット以外
に、表、プロシージャおよびその他のオブジェクトをテンプレートに追加できます。この
ファンクションで戻される番号は、配置テンプレートを管理するために Oracleで内部的に
使用されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_TEMPLATE_OBJECT (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2, 
   object_name            IN   VARCHAR2, 
   object_type            IN   VARCHAR2,
   ddl_text               IN   CLOB,
   master_rollback_seg    IN   VARCHAR2 := NULL,
   flavor_id              IN   NUMBER   := -1e-130)
  RETURN NUMBER;

表表表表 37-23  CREATE_REFRESH_TEMPLATE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号> システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-24  CREATE_TEMPLATE_OBJECT ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name このオブジェクトを追加する配置テンプレートの名前。

object_name 作成するテンプレート・オブジェクトの名前。

object_type テンプレートに追加するデータベース・オブジェクトの型
（SNAPSHOT、TRIGGER、PROCEDUREなど）。次の型のオブジェクト
を指定できます。

SNAPSHOT        PROCEDURE
INDEX           FUNCTION
TABLE           PACKAGE
VIEW            PACKAGE BODY
SYNONYM         MATERIALIZED VIEW
SEQUENCE        DATABASE LINK
TRIGGER

ddl_text テンプレートに追加するオブジェクトを作成する DDL。DDLは必ず
セミコロンで終了してください。（テンプレート・オブジェクトのテ
ンプレート・パラメータの作成にはコロン（:）を使用できます。詳細
は、『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「配置テンプレートで
のスナップショットの作成」を参照してください。）

master_rollback_seg 定義済みのオブジェクト DDLをリモート・スナップショット・サイ
トで実行するときに使用するロールバック・セグメントの名前。

flavor_id このテンプレート・オブジェクトの固有 IDを定義します。

表表表表 37-25  CREATE_TEMPLATE_OBJECT ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定したリフレッシュ・テンプレート名が無効か、または存在しませ
ん。既存の配置テンプレートのリストは、DBA_REPCAT_REFRESH_
TEMPLATEビューを参照してください。

bad_object_type オブジェクト型の指定に誤りがあります。有効なオブジェクト型のリ
ストは、表 37-24を参照してください。

dupl_template_object 同じ名前と型のオブジェクトが、指定した配置テンプレートにすでに
追加されています。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
CREATE_TEMPLATE_OBJECTは CLOBを利用するため、このファンクションを使用するとき
は、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、CREATE_TEMPLATE_
OBJECTファンクションで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
   a NUMBER;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'CREATE SNAPSHOT snap_sales AS SELECT *
        FROM sales WHERE salesperson = :salesid';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   a := DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_TEMPLATE_OBJECT(
        refresh_template_name => 'rgt_personnel',
        object_name => 'snap_sales',
        object_type => 'SNAPSHOT',
        ddl_text => templob,
        master_rollback_seg => 'RBS');
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

CREATE_TEMPLATE_PARMファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、特定の配置テンプレートのパラメータを作成します。この結果、リ
モート・スナップショット・サイトでカスタム・データ・セットを作成できます。このファ
ンクションは、DBAがテンプレート・オブジェクトの追加前に一連のテンプレート変数を
定義するときのみ必要です（オブジェクトが CREATE_TEMPLATE_OBJECTファンクション
を使用してテンプレートに追加されるときに、オブジェクト DDL内の変数が DBA_
REPCAT_TEMPLATE_PARMSビューに自動的に追加されます）。 

通常、デフォルトのパラメータ値やプロンプト文字列を変更するときは、DBAは ALTER_
TEMPLATE_PARMファンクションを使用します（詳細は、「ALTER_TEMPLATE_PARMプ
ロシージャ」（37-9ページ）を参照してください）。このファンクションで戻される番号は、
配置テンプレートを管理するために Oracleで内部的に使用されます。

表表表表 37-26  CREATE_TEMPLATE_OBJECT ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_TEMPLATE_PARM (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2, 
   parameter_name         IN   VARCHAR2,
   default_parm_value     IN   CLOB     := NULL,
   prompt_string          IN   VARCHAR2 := NULL,
   user_override          IN   VARCHAR2 := NULL)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-27  CREATE_TEMPLATE_PARM ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name パラメータを作成する配置テンプレートの名前。

parameter_name 作成するパラメータの名前。

default_parm_value 作成するパラメータのデフォルト値。ユーザー・パラメータ値または
ランタイム・パラメータ値が存在しない場合は、インスタンス化プロ
セス時にこのデフォルト値が使用されます。

prompt_string インスタンス化プロセス時にこのテンプレート・パラメータに対して
表示される説明的なプロンプト・テキスト。

user_override インスタンス化プロセス時にプロンプトが表示された場合に、ユー
ザーにデフォルト値の上書きを許可するかどうかを決定します（該当
のパラメータに対してユーザー・パラメータ値が定義されていない
と、プロンプトが表示されます）。デフォルト値の上書きを許可する
場合は 'Y'、許可しない場合は 'N'を設定します。

表表表表 37-28  CREATE_TEMPLATE_PARM ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定したリフレッシュ・テンプレート名が無効か、または存在しませ
ん。

dupl_template_parm 同じ名前のパラメータが、指定した配置テンプレートにすでに定義さ
れています。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
CREATE_TEMPLATE_PARMファンクションは CLOBを利用するため、このファンクションを
使用するときは、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、CREATE_
TEMPLATE_PARMファンクションで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
   a NUMBER;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'REGION 20';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   a := DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_TEMPLATE_PARM(
        refresh_template_name => 'rgt_personnel',
        parameter_name => 'region',
        default_parm_value => templob,
        prompt_string => ’Enter your region ID:’,
        user_override => ’Y’);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

CREATE_USER_AUTHORIZATIONファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、特定のユーザーに、プライベート配置テンプレートのインスタンス
化を認可します。プライベート配置テンプレートに対する認可を付与されていないユーザー
は、プライベート・テンプレートをインスタンス化できません。このファンクションは、
DBA_REPCAT_AUTH_TEMPLATESビューに行を追加します。 

ユーザーを認可する前に、配置テンプレートをインスタンス化するマスター・サイトに、そ
のユーザーが存在していることを検証してください。このファンクションで戻される番号
は、配置テンプレートを管理するために Oracleで内部的に使用されます。

表表表表 37-29  CREATE_TEMPLATE_PARM ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_USER_AUTHORIZATION (
   user_name               IN   VARCHAR2, 
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

表表表表 37-30  CREATE_USER_AUTHORIZATION ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

user_name 指定したテンプレートのインスタンス化を認可するユーザーの名前。
複数のユーザーを指定するときは、ユーザー名をカンマで区切ります
（例 : 'john, mike, bob'）。

refresh_template_name 指定したユーザーにインスタンス化を認可するテンプレートの名前。

表表表表 37-31  CREATE_USER_AUTHORIZATION ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

miss_refresh_template 指定したリフレッシュ・テンプレート名が無効か、または存在しませ
ん。

dupl_user_
authorization

指定したユーザーと配置テンプレートに対する認可はすでに作成され
ています。テンプレート認可のリストは、DBA_REPCAT_AUTH_
TEMPLATESビューを参照してください。

表表表表 37-32  CREATE_USER_AUTHORIZATION ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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CREATE_USER_PARM_VALUEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、特定のユーザーに対する配置テンプレートのパラメータ値を事前定
義します。たとえば、ユーザー 33456のリージョン・パラメータをWESTに再定義する場合
などに、このファンクションを使用します。 

このファンクションで指定した値は、テンプレート・パラメータに対して指定したデフォル
ト値よりも優先されます。このファンクションで戻される番号は、配置テンプレートを管理
するために Oracleで内部的に使用されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_USER_PARM_VALUE (
   refresh_template_name    IN   VARCHAR2, 
   parameter_name           IN   VARCHAR2,
   user_name                IN   VARCHAR2,
   parm_value               IN   CLOB := NULL)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-33  CREATE_USER_PARM_VALUE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name ユーザー値を作成するパラメータを含んだ配置テンプレートの名前。

parameter_name ユーザー・パラメータ値を定義するテンプレート・パラメータの名
前。

user_name パラメータ値を事前定義の対象とするユーザーの名前。

parm_value 事前定義パラメータ値。指定したユーザーによって開始されたインス
タンス化プロセス時に使用されます。
37-26 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
CREATE_USER_PARM_VALUEファンクションは CLOBを利用するため、このファンクション
を使用するときは、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、CREATE_
USER_PARM_VALUEファンクションで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示していま
す。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
   a NUMBER;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'REGION 20';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   a := DBMS_REPCAT_RGT.CREATE_USER_PARM_VALUE(
        refresh_template_name => 'rgt_personnel',
        parameter_name => 'region',
        user_name => ’BOB’,
        user_parm_value => templob);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

表表表表 37-34  CREATE_USER_PARM_VALUE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

dupl_user_parm_values 指定したユーザー、パラメータおよび配置テンプレートに対するパラ
メータ値はすでに定義されています。既存のユーザー・パラメータ値
のリストは、DBA_REPCAT_USER_PARMSビューを参照してくださ
い。

miss_template_parm 指定した配置テンプレート・パラメータ名が無効か、または存在しま
せん。

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

表表表表 37-35  CREATE_USER_PARM_VALUE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システム生成番号は、Oracleで内部的に使用されます。
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DELETE_RUNTIME_PARMSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、配置テンプレートをインスタンス化する前に、INSERT_RUNTIME_
PARMSプロシージャを使用して定義したランタイム・パラメータ値を削除するために使用し
ます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DELETE_RUNTIME_PARMS(
   runtime_parm_id    IN   NUMBER, 
   parameter_name     IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_ALL_OBJECTSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャでは、DBAが配置テンプレートからすべてのオブジェクトまたは特定の
オブジェクト型を削除できます。 

表表表表 37-36  DELETE_RUNTIME_PARMS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

runtime_parm_id 以前にランタイム・パラメータ値に割り当てた ID（GET_RUNTIME_
PARM_IDファンクションを使用して取り出された値です）を指定し
ます。

parameter_name 削除するパラメータ値の名前（配置テンプレート・パラメータのリス
トは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMSを参照してください）を指定
します。

表表表表 37-37  DELETE_RUNTIME_PARMS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_template_parm 指定した配置テンプレート・パラメータ名が無効か、または存在しま
せん。

注意注意注意注意 : このプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロ
シージャです。シージャです。シージャです。シージャです。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_OBJECTS (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   object_type             IN   VARCHAR2 := NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_ALL_TEMPLATE_PARMSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャでは、DBAが、指定した配置テンプレートのテンプレート・パラメータ
を削除できます。テンプレート・オブジェクトで参照されていないすべてのパラメータ、ま
たはパラメータを参照するすべてのオブジェクトとそのパラメータ自体を削除できます。

表表表表 37-38  DROP_ALL_OBJECTS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するオブジェクトを含んだ配置テンプレートの名前。

object_type NULLを指定すると、テンプレート内のすべてのオブジェクトが削除
されます。オブジェクト型を指定すると、その型のオブジェクトのみ
削除されます。次の型のオブジェクトを指定できます。

SNAPSHOT        PROCEDURE
INDEX           FUNCTION
TABLE           PACKAGE
VIEW            PACKAGE BODY
SYNONYM         MATERIALIZED VIEW
SEQUENCE        DATABASE LINK
TRIGGER

表表表表 37-39  DROP_ALL_OBJECTS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

bad_object_type オブジェクト型の指定に誤りがあります。有効なオブジェクト型のリ
ストは、表 37-38を参照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_TEMPLATE_PARMS (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   drop_objects            IN   VARCHAR2 := N);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_ALL_TEMPLATE_SITESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビューからエントリをすべて削除し
ます。このビューには、特定の配置テンプレートをインスタンス化したサイトの記録が格納
されています。

注意注意注意注意 : このプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロ
シージャです。シージャです。シージャです。シージャです。

表表表表 37-40  DROP_ALL_TEMPLATE_PARMS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するパラメータを含んだ配置テンプレートの名前。

drop_objects 値を指定しないと、デフォルトで Nに設定され、テンプレート・オ
ブジェクトで参照されていないパラメータがすべて削除されます。

Yを指定すると、テンプレート・パラメータを参照するすべてのオブ
ジェクトとそのテンプレート・パラメータ自体が削除されます。

表表表表 37-41  DROP_ALL_TEMPLATE_PARMS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

注意注意注意注意 : このプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロ
シージャです。また、削除されたテンプレートをインスタンス化しているシージャです。また、削除されたテンプレートをインスタンス化しているシージャです。また、削除されたテンプレートをインスタンス化しているシージャです。また、削除されたテンプレートをインスタンス化している
Oracle Liteのサイトでは、そのスナップショットをリフレッシュできなくのサイトでは、そのスナップショットをリフレッシュできなくのサイトでは、そのスナップショットをリフレッシュできなくのサイトでは、そのスナップショットをリフレッシュできなく
なります。なります。なります。なります。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_TEMPLATE_SITES (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_ALL_TEMPLATESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、プロシージャがコールされるサイトの配置テンプレートをすべて削除
します。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_TEMPLATES;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

DROP_ALL_USER_AUTHORIZATIONSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャでは、DBAが、指定した配置テンプレートに対するユーザー認証をすべ
て削除できます。このプロシージャを実行すると、DBA_REPCAT_AUTH_TEMPLATESビュー
から行が削除されます。 

このプロシージャは、プライベート・テンプレートがパブリック・テンプレートに変換さ
れ、ユーザー認証が不要になってからインプリメントされることがあります。

表表表表 37-42  DROP_ALL_TEMPLATE_SITES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するサイトを含んだ配置テンプレートの名前。

表表表表 37-43  DROP_ALL_TEMPLATE_SITES プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

注意注意注意注意 : このプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロこのプロシージャは、元に戻すことのできない危険度の高いプロ
シージャです。シージャです。シージャです。シージャです。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_USER_AUTHORIZATIONS (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_ALL_USER_PARM_VALUESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の配置テンプレートに対するユーザー・パラメータ値を削除しま
す。このプロシージャは柔軟に設計されており、DBAが、削除するユーザー・パラメータ
値のセットを定義できます。たとえば、パラメータの指定方法によって次のように処理され
ます。

refresh_template_name :　指定した配置テンプレートに対するユーザー・パラメータを
すべて削除します。

refresh_template_name 、user_name :　指定した配置テンプレートに対する指定した
ユーザー・パラメータをすべて削除します。

refresh_template_name 、parameter_name :　指定した配置テンプレート・パラメータ
に対するユーザー・パラメータ値をすべて削除します。

refresh_template_name 、parameter_name 、user_name :　指定した配置テンプレー
ト・パラメータに対する指定したユーザー値を削除します（DROP_USER_PARMと同じで
す）。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_ALL_USER_PARMS (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   user_name               IN   VARCHAR2,
   parameter_name          IN   VARCHAR2);

表表表表 37-44  DROP_ALL_USER_AUTHORIZATIONS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するオブジェクトを含んだ配置テンプレートの名前。

表表表表 37-45  DROP_ALL_USER_AUTHORIZATIONS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_REFRESH_TEMPLATEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは配置テンプレートを削除します。配置テンプレートを削除すると、関連
するすべてのテンプレート・パラメータ、ユーザー認証、テンプレート・オブジェクトおよ
びユーザー・パラメータも段階的に削除されます（このプロシージャでは、テンプレート・
サイトは削除されません）。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_REFRESH_TEMPLATE (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-46  DROP_ALL_USER_PARMS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するパラメータ値を含んだ配置テンプレートの名前。

user_name パラメータ値を削除対象とするユーザーの名前。

parameter_name 削除する値を含んだテンプレート・パラメータ。

表表表表 37-47  DROP_ALL_USER_PARMS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

miss_user_parm_values 配置テンプレート、ユーザーおよびパラメータの組合せが DBA_
REPCAT_USER_PARMビューに存在しません。

表表表表 37-48  DROP_REFRESH_TEMPLATE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除する配置テンプレート名。
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例外例外例外例外

DROP_SITE_INSTANTIATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

用途用途用途用途
このプロシージャは、ターゲット・サイトのテンプレート・インスタンシエーションを削除
します。また、マスター・サイトの関連メタデータをすべて削除し、指定したサイトにおけ
るスナップショットのリフレッシュを使用禁止にします。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_SITE_INSTANTIATION(
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2,
   user_name              IN   VARCHAR2,
   site_name              IN   VARCHAR2,
   repapi_site_id         IN   NUMBER := -1e-130);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-49  DROP_REFRESH_TEMPLATE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。配置テ
ンプレートのリストは、DBA_REPCAT_REFRESH_TEMPLATEビュー
を参照してください。

表表表表 37-50  DROP_SITE_INSTANTIATION のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除する配置テンプレートの名前。

user_name リモート・スナップショット・サイトでそのテンプレートを最初
にインスタンス化したユーザーの名前。テンプレートをインスタ
ンス化したユーザーを調べるには、REPCAT_TEMPLATE_SITES
ビューを参照してください。

site_name 指定したテンプレート・インスタンシエーションを削除する
Oracle Serverのサイトを示します。（site_name を指定した場
合、repapi_site_id は指定しないでください。）

repapi_site_id 指定したテンプレート・インスタンシエーションを削除する
REPAPIの位置を示します。（repapi_site_id を指定した場合、
site_name は指定しないでください。）
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DROP_TEMPLATE_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の配置テンプレートからテンプレート・オブジェクトを削除しま
す。たとえば、DBAは、古いスナップショットを配置テンプレートから削除するためにこ
のプロシージャを使用できます。テンプレートの変更内容は、変更後に配置テンプレートを
インスタンス化する新規サイトに反映されます。テンプレートをすでにインスタンス化して
いるリモート・サイトは、配置テンプレートを再インスタンス化して変更内容を適用する必
要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_TEMPLATE_OBJECT (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2, 
   object_name            IN   VARCHAR2,
   object_type            IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-51  DROP_TEMPLATE_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name オブジェクトを削除する配置テンプレートの名前。

object_name 削除するテンプレート・オブジェクトの名前。

object_type 削除するオブジェクトの型。次の型のオブジェクトを指定できます。

SNAPSHOT        PROCEDURE
INDEX           FUNCTION
TABLE           PACKAGE
VIEW            PACKAGE BODY
SYNONYM         MATERIALIZED VIEW
SEQUENCE        DATABASE LINK
TRIGGER

表表表表 37-52  DROP_TEMPLATE_OBJECT プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_template_object 指定したテンプレート・オブジェクトが無効か、または存在しませ
ん。配置テンプレート・オブジェクトのリストは、DBA_REPCAT_
TEMPLATE_OBJECTビューを参照してください。
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DROP_TEMPLATE_PARMプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビューから既存のテンプレート・パ
ラメータを削除します。あるテンプレート・オブジェクトを削除して、特定のパラメータが
不要になった場合に有効なプロシージャです。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_TEMPLATE_PARM (
   refresh_template_name  IN   VARCHAR2, 
   parameter_name         IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_USER_AUTHORIZATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューからユーザー認証エントリを
削除します。ユーザーのテンプレート認可を削除するときに使用します。ユーザーの認証が
削除されると、そのユーザーはターゲット配置テンプレートをインスタンス化できません。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_USER_AUTHORIZATION (
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   user_name               IN   VARCHAR2);

表表表表 37-53  DROP_TEMPLATE_PARM プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するパラメータを含んだ配置テンプレートの名前。

parameter_name 削除するパラメータの名前。

表表表表 37-54  DROP_TEMPLATE_PARM プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_template_parm 指定したパラメータ名が無効か、または存在しません。テンプレー
ト・パラメータのリストは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビュー
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「DROP_ALL_USER_AUTHORIZATIONSプロシージャ」
（37-31ページ）
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

DROP_USER_PARM_VALUEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の配置テンプレートに対する事前定義ユーザー・パラメータ値を
削除します。通常、ユーザーのテンプレート認可を削除した後に実行します。 

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.DROP_USER_PARM_VALUE (
   refresh_template_name    IN   VARCHAR2, 
   parameter_name           IN   VARCHAR2,
   user_name                IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 37-55  DROP_USER_AUTHORIZATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name ユーザーの認証を削除する配置テンプレートの名前。

user_name 認証を削除対象とするユーザーの名前。

表表表表 37-56  DROP_USER_AUTHORIZATION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

miss_user_
authorization

指定したユーザーと配置テンプレートの組合せが存在しません。ユー
ザーまたは配置テンプレートのリストは、DBA_REPCAT_TEMPLATE_
AUTHを参照してください。

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

表表表表 37-57  DROP_USER_PARM_VALUE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name 削除するパラメータ値を含んだ配置テンプレート名。

parameter_name 削除する事前定義値を含んだテンプレート名。

user_name パラメータ値を削除対象とするユーザーの名前。
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例外例外例外例外

GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ランタイム・パラメータ値の定義時に使用する IDを取り出します。
ランタイム・パラメータ値はすべてこの IDに割り当てられ、インスタンス化プロセス時に
も使用されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.GET_RUNTIME_PARM_ID
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値

表表表表 37-58  DROP_USER_PARM_VALUE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_
template

指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

miss_user_parm_
values

配置テンプレート、ユーザーおよびパラメータの組合せが DBA_
REPCAT_USER_PARMビューに存在しません。

表表表表 37-59  GET_RUNTIME_PARM_ID ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 対応するデータ型対応するデータ型対応するデータ型対応するデータ型

<システム生成番号 > ランタイム・パラメータ値はこのシステム生成番号に割り当てられ、
インスタンス化プロセス時にも使用されます。
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INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、テンプレートのインスタンス化前にランタイム・パラメータ値を定義
します。ユーザー・パラメータ値が未定義で、デフォルトのパラメータ値を使用しない場合
は、このプロシージャを使用してパラメータ値を定義する必要があります。

このプロシージャを使用する前に、必ず GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションを実行し
て、ランタイム・パラメータの挿入時に使用するパラメータ IDを取り出してください。こ
の IDは、ランタイム・パラメータ値の定義と配置テンプレートのインスタンス化に使用さ
れます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.INSERT_RUNTIME_PARMS (
   runtime_parm_id    IN   NUMBER, 
   parameter_name     IN   VARCHAR2,
   parameter_value    IN   CLOB);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 37-60  INSERT_RUNTIME_PARMS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

runtime_parm_id GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションで取り出された ID。この
IDは、配置テンプレートのインスタンス化時にも使用されます（配
置テンプレートのすべてのパラメータ値には必ず同じ IDを使用して
ください）。

parameter_name ランタイム・パラメータ値を定義するテンプレート・パラメータの名
前（テンプレート・パラメータのリストは、DBA_REPCAT_
TEMPLATE_PARMSビューを参照してください）。

parameter_value 配置テンプレートのインスタンス化プロセス時に使用するランタイ
ム・パラメータ値。

表表表表 37-61  INSERT_RUNTIME_PARMS プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_
template

指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 指定したユーザー名が無効か、または存在しません。

miss_user_parm_
values

配置テンプレート、ユーザーおよびパラメータの組合せが DBA_
REPCAT_USER_PARMビューに存在しません。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
INSERT_RUNTIME_PARMSは、CLOBを利用するため、このプロシージャを使用する場合
は、DBMS_LOBパッケージを利用する必要があります。次の例は、INSERT_RUNTIME_
PARMSプロシージャで DBMS_LOBパッケージを使用する方法を示しています。

DECLARE
   tempstring VARCHAR2(100);
   templob CLOB;
BEGIN
   DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(templob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
   tempstring := 'REGION 20';
   DBMS_LOB.WRITE(templob, length(tempstring), 1, tempstring);
   DBMS_REPCAT_RGT.INSERT_RUNTIME_PARMS(
      runtime_parm_id => 20,
      parameter_name => 'region',
      parameter_value => templob);
   DBMS_LOB.FREETEMPORARY(templob);
END;
/

INSTANTIATE_OFFLINEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプトは、
オフライン時にリモート・スナップショット・サイトでスナップショット環境を作成するた
めに使用します。リモート・スナップショット・サイトでのインスタンス化プロセスは長く
かかる場合があるため（必要な時間は新しいスナップショットに移入されるデータの量に
よって異なります）、生成されたスクリプトは、マスター・サイトに長時間接続したままに
できるリモート・スナップショット・サイトで使用してください。このプロシージャは、
ユーザー・インスタンシエーションごとに別々に実行する必要があります。

このファンクションで生成されたスクリプトは、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT一時ビュー
に格納され、配置テンプレートの配布時に、Replication Managerなどの Oracle Toolsで使
用されます。このファンクションで戻される数値は、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTビュー
から該当する情報を取り出すために使用されます。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.INSTANTIATE_OFFLINE(
     refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
     site_name               IN   VARCHAR2, 
     user_name               IN   VARCHAR2 := NULL,
     runtime_parm_id         IN   NUMBER   := -1e-130,
     next_date               IN   DATE     := SYSDATE,
     interval                IN   VARCHAR2 :'SYSDATE + 1')
    RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このファンクションは、配置テンプレートのオフライン・インス
タンシエーションの実行時に使用されます。また、別のユーザーのために
インスタンス化を実行しているレプリケーション管理者用でもあります。
独自のインスタンス化を実行するユーザーは、パブリック・バージョンの
「INSTANTIATE_OFFLINEファンクション」（36-3ページ）を使用してく
ださい。

このファンクションを、DBMS_OFFLINE_OGパッケージ内のプロシー
ジャ（マスター表のオフライン・インスタンシエーションの実行に使用）
や DBMS_OFFLINE_SNAPSHOTパッケージ内のプロシージャ（スナップ
ショットのオフライン・インスタンシエーションの実行に使用）と混同し
ないでください。これらの使用方法の詳細は、各パッケージの説明を参照
してください。

表表表表 37-62  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name インスタンス化する配置テンプレートの名前。

site_name 配置テンプレートをインスタンス化するリモート・サイトの名前。

user_name 配置テンプレートをインスタンス化する認可ユーザーの名前。

runtime_parm_id INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャを使用してランタイム・パラ
メータ値を定義した場合は、ランタイム・パラメータの作成時に使用
した ID（GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションを使用して取り出
された IDです）を指定します。

next_date リフレッシュ・グループの作成時に使用される次回リフレッシュ日付
の値を指定します。

interval リフレッシュ・グループの作成時に使用されるリフレッシュ間隔を指
定します。
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例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

INSTANTIATE_ONLINEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、マスター・サイトでスクリプトを生成します。このスクリプトは、
オンライン時にリモート・スナップショット・サイトでスナップショット環境を作成するた
めに使用します。リモート・スナップショット・サイトでのインスタンス化プロセスは長く
かかる場合があるため（必要な時間は新しいスナップショットに移入されるデータの量に
よって異なります）、生成されたスクリプトは、マスター・サイトに長時間接続したままに
できるリモート・スナップショット・サイトで使用してください。このプロシージャは、
ユーザー・インスタンシエーションごとに別々に実行する必要があります。

このファンクションで生成されたスクリプトは、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT一時ビュー
に格納され、配置テンプレートの配布時に、Replication Managerなどの Oracle Toolsで使
用されます。このファンクションで戻される数値は、USER_REPCAT_TEMP_OUTPUTビュー
から該当する情報を取り出すために使用されます。

表表表表 37-63  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 指定した認可ユーザー名が無効か、または存在しません。指定した
ユーザーが DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューにリストされてい
ることを検証してください。リストされていない場合、指定したユー
ザーは、ターゲット配置テンプレートのインスタンス化を認可されて
いません。

bad_parms 定義したユーザー・パラメータ値またはテンプレート・デフォルト値
によって移入されていないテンプレート・パラメータがあります。事
前定義値の数とテンプレート・パラメータ数が一致していないか、ま
たは事前定義値がターゲット・パラメータに対して無効です（型の不
一致など）。

表表表表 37-64  INSTANTIATE_OFFLINE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システムによって生成された番号。生成されたインスタンシエーショ
ン・スクリプトを取り出すため USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT
ビューから選択するときに、output_id に使用する値です。
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構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.INSTANTIATE_ONLINE(
   refresh_template_name   IN   VARCHAR2,
   site_name               IN   VARCHAR2 := NULL,
   user_name               IN   VARCHAR2 := NULL, 
   runtime_parm_id         IN   NUMBER   := -1e-130,
   next_date               IN   DATE     := SYSDATE,
   interval                IN   VARCHAR2 :'SYSDATe + 1')
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このファンクションは、別のユーザーのためにインスタンス化を
実行しているレプリケーション管理者用です。独自のインスタンス化を実
行するユーザーは、パブリック・バージョンの「INSTANTIATE_
ONLINEファンクション」（36-5ページ）を使用してください。

表表表表 37-65  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

refresh_template_name インスタンス化する配置テンプレートの名前。

site_name 配置テンプレートをインスタンス化するリモート・サイトの名前。

user_name 配置テンプレートをインスタンス化する認可ユーザーの名前。

runtime_parm_id INSERT_RUNTIME_PARMSプロシージャを使用してランタイム・パラ
メータ値を定義した場合は、ランタイム・パラメータの作成時に使用
した ID（GET_RUNTIME_PARM_IDファンクションを使用して取り出
された IDです）を指定します。

next_date リフレッシュ・グループの作成時に使用される次回リフレッシュ日付
の値を指定します。

interval リフレッシュ・グループの作成時に使用されるリフレッシュ間隔を指
定します。
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例外例外例外例外

戻り値戻り値戻り値戻り値

LOCK_TEMPLATE_EXCLUSIVEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、配置テンプレートの更新中または変更中に、ユーザーがテンプレート
の読込みまたはインスタンス化を実行できないようにします。

ロックは、ROLLBACKまたは COMMITが実行されると解放されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.LOCK_TEMPLATE_EXCLUSIVE;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

表表表表 37-66  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

miss_refresh_template 指定した配置テンプレート名が無効か、または存在しません。

miss_user 指定した認可ユーザー名が無効か、または存在しません。指定した
ユーザーが DBA_REPCAT_TEMPLATE_AUTHビューにリストされてい
ることを検証してください。リストされていない場合、指定したユー
ザーは、ターゲット配置テンプレートのインスタンス化を認可されて
いません。

bad_parms 定義したユーザー・パラメータ値またはテンプレート・デフォルト値
によって移入されていないテンプレート・パラメータがあります。事
前定義値の数とテンプレート・パラメータ数が一致していないか、ま
たは事前定義値がターゲット・パラメータに対して無効です（型の不
一致など）。

表表表表 37-67  INSTANTIATE_ONLINE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

<システム生成番号 > システムによって生成された番号。生成されたインスタンシエーショ
ン・スクリプトを取り出すため USER_REPCAT_TEMP_OUTPUT
ビューから選択するときに、output_id に使用する値です。

注意注意注意注意 : 配置テンプレートを変更する前に、このプロシージャを必ず実行
してください。
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LOCK_TEMPLATE_SHAREDプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した配置テンプレートを読取り専用にします。テンプレートをイ
ンスタンス化する前に、このプロシージャを必ずコールしてください。この結果、インスタ
ンス化中に他のユーザーによって配置テンプレートが変更されないことが保証されます。

ロックは、ROLLBACKまたは COMMITが実行されると解放されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPCAT_RGT.LOCK_TEMPLATE_SHARED;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。
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サブプログラムの要約
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DBMS_REPUTIL

DBMS_REPUTILには、表のレプリケーションで使用するシャドー表、トリガーおよびパッ
ケージを生成するサブプログラムの他に、スタンドアロン・プロシージャ起動とパッケー
ジ・プロシージャ起動のレプリケーションに使用するラッパーを生成するサブプログラムが
含まれています。 

このパッケージは、生成コードでのみ参照されます。
_REPUTIL 38-1



サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

REPLICATION_OFFプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、変更内容をレプリケート環境にある他のサイトにレプリケートせずに
表を変更したり、またはプロシージャ・レプリケーションの使用時に行レベル・レプリケー
ションを使用禁止にします。一般的に、このフラグを設定する前には、レプリケート環境に
あるすべてのマスター・グループに対するレプリケーション・アクティビティを中断する必
要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPUTIL.REPLICATION_OFF;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

REPLICATION_ONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、レプリケーションが一時的に中断された後に、変更内容のレプリケー
ションを再び使用可能にします。

構文構文構文構文
DBMS_REPUTIL.REPLICATION_ON;

表表表表 38-1  DBMS_REPUTIL パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

REPLICATION_OFFプロシージャ
（38-2 ページ）

変更内容をレプリケート環境にある他のサイトにレプリケート
せずに表を変更したり、またはプロシージャ・レプリケーショ
ンの使用時に行レベル・レプリケーションを使用禁止にしま
す。

REPLICATION_ONプロシージャ
（38-2 ページ）

レプリケーションが一時的に中断された後に、変更内容のレプ
リケーションを再び使用可能にします。

REPLICATION_IS_ONファンク
ション（38-3 ページ）

レプリケーションが実行中かどうかを判別します。

FROM_REMOTEファンクション
（38-3 ページ）

内部レプリケーション・パッケージにあるプロシージャの開始
時に TRUEを戻し、終了時に FALSEを戻します。

GLOBAL_NAMEファンクション
（38-3 ページ）

ローカル・データベースのグローバル・データベース名を判別
します（戻り値はグローバル名）。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

REPLICATION_IS_ONファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、レプリケーションが実行中かどうかを判別します。戻り値が TRUE
の場合は、生成されたレプリケーション・トリガーが使用可能であることを示します。
FALSEの場合は、レプリケート・オブジェクト・グループに対して、現行サイトでのレプリ
ケーションは使用禁止であることを示します。 

このファンクションの戻り値は、DBMS_REPUTILパッケージの REPLICATION_ONまたは
REPLICATION_OFFプロシージャをコールして設定されます。

構文構文構文構文
DBMS_REPUTIL.REPLICATION_IS_ON
  RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

FROM_REMOTEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、内部レプリケーション・パッケージにあるプロシージャの開始時に
TRUEを戻し、終了時に FALSEを戻します。内部パッケージによる更新の結果、起動するト
リガーがある場合は、このファンクションをチェックする必要があります。

構文構文構文構文
DBMS_REPUTIL.FROM_REMOTE
   RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

GLOBAL_NAMEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ローカル・データベースのグローバル・データベース名を判別しま
す（戻り値はグローバル名）。

構文構文構文構文
DBMS_REPUTIL.GLOBAL_NAME
   RETURN VARCHAR2;
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。
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DBMS_RESOURCE_MANAGER

DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージは、プラン、コンシューマ・グループおよびプラ
ン・ディレクティブをメンテナンスします。また、プラン・スキーマへの変更内容をグルー
プ化する方法も提供します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベース・リソース・マネージャの使用方法の詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。 
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サブプログラムの要約
要件要件要件要件
実行者には、このプロシージャを実行するための ADMINISTER_RESOURCE_MANAGERシス
テム権限が必要です。この権限の付与と取消しを行うプロシージャは、DBMS_RESOURCE_
MANAGER_PRIVSパッケージにあります。 

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 39-1  DBMS_RESOURCE_MANAGER パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

CREATE_PLANプロシージャ
（39-3 ページ）

リソース・プランを定義するエントリを作成します。

UPDATE_PLANプロシージャ
（39-4 ページ）

リソース・プランを定義するエントリを更新します。

DELETE_PLANプロシージャ
（39-4 ページ）

指定のプランとそれが参照するすべてのプラン・ディレク
ティブを削除します。

DELETE_PLAN_CASCADEプロシー
ジャ（39-5 ページ）

指定のプランとそのすべての子（プラン・ディレクティブ、
サブプラン、コンシューマ・グループ）を削除します。

CREATE_CONSUMER_GROUPプロシー
ジャ（39-6 ページ）

リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを作
成します。

UPDATE_CONSUMER_GROUPプロシー
ジャ（39-6 ページ）

リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを更
新します。

DELETE_CONSUMER_GROUPプロシー
ジャ（39-7 ページ）

リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを削
除します。

CREATE_PLAN_DIRECTIVEプロシー
ジャ（39-8 ページ）

リソース・プラン・ディレクティブを作成します。

UPDATE_PLAN_DIRECTIVEプロシー
ジャ（39-9 ページ）

リソース・プラン・ディレクティブを更新します。

DELETE_PLAN_DIRECTIVEプロシー
ジャ（39-10 ページ）

リソース・プラン・ディレクティブを削除します。

CREATE_PENDING_AREAプロシー
ジャ（39-10 ページ）

リソース・マネージャ・オブジェクトへの変更を行うための
作業領域を作成します。

VALIDATE_PENDING_AREAプロシー
ジャ（39-12 ページ）

リソース・マネージャに対する保留中の変更を検証します。

CLEAR_PENDING_AREAプロシー
ジャ（39-12 ページ）

リソース・マネージャに対する作業領域を消去します。
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サブプログラムの要約
CREATE_PLANプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リソース・プランを定義するエントリを作成します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN (
   plan                       IN VARCHAR2, 
   comment                    IN VARCHAR2, 
   cpu_mth                    IN VARCHAR2 DEFAULT 'EMPHASIS', 
   max_active_sess_target_mth IN VARCHAR2 DEFAULT 'MAX_ACTIVE_SESS_ABSOLUTE', 
   parallel_degree_limit_mth  IN VARCHAR2 DEFAULT 'PARALLEL_DEGREE_LIMIT_  
ABSOLUTE'); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

SUBMIT_PENDING_AREAプロシー
ジャ（39-12 ページ）

リソース・マネージャに対する保留中の変更を実行します。

SET_INITIAL_CONSUMER_GROUPプ
ロシージャ（39-16 ページ）

ユーザーに対して、初期リソース・コンシューマ・グループ
を割り当てます。

SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_
SESSプロシージャ
（39-17 ページ）

指定のセッションのリソース・コンシューマ・グループを変
更します。

SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_
USERプロシージャ
（39-17 ページ）

指定のユーザー名で、すべてのセッションのリソース・コン
シューマ・グループを変更します。

表表表表 39-2  CREATE_PLAN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan リソース・プラン名。

cpu_mth CPUリソースに対する割当て方法。

max_active_sess_target_
mth

アクティブな最大セッションに対する割当て方法。

parallel_degree_limit_mth 並列度に対する割当て方法。

comment ユーザー・コメント。

表表表表 39-1  DBMS_RESOURCE_MANAGER パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
UPDATE_PLANプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リソース・プランを定義するエントリを更新します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_PLAN (
   plan                           IN VARCHAR2, 
   new_comment                    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   new_cpu_mth                    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   new_max_active_sess_target_mth IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   new_parallel_degree_limit_mth  IN VARCHAR2 DEFAULT NULL); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
UPDATE_PLANに対するパラメータを指定しない場合、これらのパラメータは、データ・
ディクショナリ内で変更されないまま残ります。 

DELETE_PLANプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のプランとそれが参照するすべてのプラン・ディレクティブを削
除します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_PLAN (
   plan IN VARCHAR2); 

表表表表 39-3  UPDATE_PLAN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan リソース・プラン名。

new_comment 新規のユーザー・コメント。            

new_cpu_mth CPUリソースに対する新規の割当て方法名。

new_max_active_sess_
target_mth

アクティブな最大セッションに対する新規の方法名。

new_parallel_degree_
limit_mth

並列度に対する新規の方法名。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

DELETE_PLAN_CASCADEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のプランとそのすべての子（プラン・ディレクティブ、サブプラ
ン、コンシューマ・グループ）を削除します。必須オブジェクトと必須ディレクティブは削
除されません。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_PLAN_CASCADE (
   plan IN VARCHAR2); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

エラーエラーエラーエラー
DELETE_PLAN_CASCADEプロシージャでエラーが発生した場合は、ロールバックされるた
め、何も削除されません。 

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
デフォルトは次のとおりです。 

■ cpu_method  = EMPHASIS 

■ parallel_degree_limit_mth  = PARALLEL_DEGREE_LIMIT_ABSOLUTE

■ max_active_sess_target_mth  = MAX_ACTIVE_SESS_ABSOLUTE

表表表表 39-4  DELETE_PLAN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan 削除するリソース・プランの名前。

表表表表 39-5  DELETE_PLAN_CASCADE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan プラン名。

注意注意注意注意 : デフォルトのリソース割当て方法を使用する場合は、プランの作
成または更新時に方法を指定する必要はありません。
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サブプログラムの要約
CREATE_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを作成
します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP (
   consumer_group IN VARCHAR2,
   comment        IN VARCHAR2, 
   cpu_mth        IN VARCHAR2 DEFAULT 'ROUND-ROBIN'); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

UPDATE_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを更新
します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CONSUMER_GROUP (
   consumer_group IN VARCHAR2, 
   new_comment    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   new_cpu_mth    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL); 

注意注意注意注意 : パラメータmax_active_sess_target_mth は、このリリース
では記載されていません。このパラメータは、将来使用するために予約さ
れています。

表表表表 39-6  CREATE_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

consumer_group コンシューマ・グループ名。

comment ユーザー・コメント。

cpu_mth CPUリソース割当て方法名。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

UPDATE_CONSUMER_GROUPに対するパラメータを指定しない場合、これらのパラメータは、
データ・ディクショナリ内で変更されないまま残ります。 

DELETE_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・コンシューマ・グループを定義するエントリを削除
します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_CONSUMER_GROUP (
   consumer_group IN VARCHAR2); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 39-7  UPDATE_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

consumer_group コンシューマ・グループ名。

new_comment 新規のユーザー・コメント。

new_cpu_mth CPUリソース割当てに対する新規の方法名。

表表表表 39-8  DELETE_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

consumer_group 削除するコンシューマ・グループの名前。
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サブプログラムの要約
CREATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・プラン・ディレクティブを作成します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE (
   plan                      IN VARCHAR2, 
   group_or_subplan          IN VARCHAR2, 
   comment                   IN VARCHAR2, 
   cpu_p1                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p2                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p3                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p4                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p5                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p6                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p7                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   cpu_p8                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   max_active_sess_target_p1 IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   parallel_degree_limit_p1  IN NUMBER   DEFAULT NULL); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 39-9  CREATE_PLAN_DIRECTIVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan リソース・プラン名。

group_or_subplan コンシューマ・グループ名またはサブプラン名。

comment プラン・ディレクティブについてのコメント。

cpu_p1 CPUリソース割当て方法に対する第 1パラメータ。

cpu_p2 CPUリソース割当て方法に対する第 2パラメータ。

cpu_p3 CPUリソース割当て方法に対する第 3パラメータ。

cpu_p4 CPUリソース割当て方法に対する第 4パラメータ。

cpu_p5 CPUリソース割当て方法に対する第 5パラメータ。

cpu_p6 CPUリソース割当て方法に対する第 6パラメータ。

cpu_p7 CPUリソース割当て方法に対する第 7パラメータ。

cpu_p8 CPUリソース割当て方法に対する第 8パラメータ。

max_active_sess_target_
p1

最大アクティブ・セッション割当て方法に対する第 1パラメータ
（将来使用のために予約）。
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サブプログラムの要約
すべてのパラメータは、NULLにデフォルト設定されます。ただし、EMPHASIS CPUリソー
ス割当て方法の場合は、ユーザーがすべてのパラメータを入力する必要があります。

UPDATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・プラン・ディレクティブを更新します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_PLAN_DIRECTIVE (
   plan                          IN VARCHAR2, 
   group_or_subplan              IN VARCHAR2, 
   new_comment                   IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p1                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p2                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p3                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p4                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p5                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p6                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p7                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_cpu_p8                    IN NUMBER   DEFAULT NULL, 
   new_max_active_sess_target_p1 IN NUMBER   DEFAULT NULL,
   new_parallel_degree_limit_p1  IN NUMBER   DEFAULT NULL); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

parallel_degree_limit_p1 並列度の割当て方法に対する第 1パラメータ。

表表表表 39-10  UPDATE_PLAN_DIRECTIVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan リソース・プラン名。

group_or_subplan コンシューマ・グループ名またはサブプラン名。

comment プラン・ディレクティブについてのコメント。

cpu_p1 CPUリソース割当て方法に対する第 1パラメータ。

cpu_p2 CPUリソース割当て方法に対する第 2パラメータ。

cpu_p3 CPUリソース割当て方法に対する第 3パラメータ。

表表表表 39-9  CREATE_PLAN_DIRECTIVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
UPDATE_PLAN_DIRECTIVEに対してパラメータを指定しない場合、これらのパラメータは、
データ・ディクショナリ内で変更されないまま残ります。 

DELETE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・プラン・ディレクティブを削除します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_PLAN_DIRECTIVE (
   plan             IN VARCHAR2, 
   group_or_subplan IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CREATE_PENDING_AREAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・マネージャ・オブジェクトに変更を加えます。 

プラン・スキーマへのすべての変更は、保留領域内で行う必要があります。保留領域は、プ
ラン・スキーマを変更するためのスクラッチ領域とみなすことができます。管理者は、この

cpu_p4 CPUリソース割当て方法に対する第 4パラメータ。

cpu_p5 CPUリソース割当て方法に対する第 5パラメータ。

cpu_p6 CPUリソース割当て方法に対する第 6パラメータ。

cpu_p7 CPUリソース割当て方法に対する第 7パラメータ。

cpu_p8 CPUリソース割当て方法に対する第 8パラメータ。

max_active_sess_target_
p1

最大アクティブ・セッション割当て方法に対する第 1パラメータ
（将来使用のために予約）。

parallel_degree_limit_p1 並列度の割当て方法に対する第 1パラメータ。

表表表表 39-11  DELETE_PLAN_DIRECTIVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

plan リソース・プラン名。

group_or_subplan グループ名またはサブプラン名。

表表表表 39-10  UPDATE_PLAN_DIRECTIVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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保留領域を作成し、必要に応じて変更を加え、場合によってその変更を検証します。そし
て、その実行が完了したときのみ、その変更内容がアクティブになります。 

保留領域がアクティブな間は、変更された現行のプラン・スキーマを適切なユーザー・
ビューから選択して、いつでも表示できます。 

現在の変更を中止する場合は、いつでも保留領域を消去できます。また、VALIDATEプロ
シージャをコールして、変更が有効になっているかどうかを確認できます。変更は、エント
リ・グループの一貫性を維持するための指定の順序で行う必要はありません。これらの
チェックは、保留領域が実行されるときにも暗黙的に行われます。 

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PENDING_AREA;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
次のルールを厳守してください。これらのルールは、VALIDATEまたは SUBMITプロシー
ジャが実行されるたびにチェックされます。 

1. プラン・スキーマにループがないこと。 

2. プラン・ディレクティブが参照するすべてのプランとコンシューマ・グループがあるこ
と。

3. すべてのプランに、プランまたはコンシューマ・グループのいずれかを参照するプラ
ン・ディレクティブがあること。

4. リソース割当て方法が EMPHASISの場合は、指定レベルでのパーセントの合計が 100
を超えないこと。

5. アクティブなインスタンスでトップレベルのプランとして現在使用されているプランを
削除しないこと。

6. Oracle8iの場合、プラン・ディレクティブのパラメータ parallel_degree_limit_
p1 は、コンシューマ・グループ（サブプランではなく）を参照するプラン・ディレク
ティブでのみ表示されます。

注意注意注意注意 : Oracleでは、親なしコンシューマ・グループ（つまり、そのコン
シューマ・グループを参照するプラン・ディレクティブがないコンシュー
マ・グループ）が可能です。これは、現在は使用しないが将来使用するコ
ンシューマ・グループを管理者があらかじめ作成できるようにするためで
す。
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サブプログラムの要約
7. 指定のプランでのプラン・ディレクティブは 32を超えないこと（つまり、プランは 32
を超える子を持つことはできません）。

8. アクティブなプラン・スキーマ内のコンシューマ・グループは 32を超えないこと。

9. プランとコンシューマ・グループは同じ名前領域を使用するため、コンシューマ・グ
ループと同じ名前のプランがないこと。

10. アクティブなプラン・スキーマ内に OTHER_GROUPSに対するプラン・ディレクティブ
があること。これにより、現在アクティブなプランがカバーしていないセッションに
OTHER_GROUPSディレクティブが指定したリソースが割り当てられます。 

VALIDATEまたは SUBMITプロシージャによるチェック時に、前述のルールのいずれかに違
反していると、それを通知するエラー・メッセージが戻されます。変更して問題を修正し、
VALIDATEまたは SUBMITプロシージャを再発行できます。

VALIDATE_PENDING_AREAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・マネージャに対する保留中の変更内容を検証しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.VALIDATE_PENDING_AREA;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

CLEAR_PENDING_AREAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・マネージャに対する保留中の変更内容を消去しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CLEAR_PENDING_AREA;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

SUBMIT_PENDING_AREAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、リソース・マネージャに対する保留中の変更を発行します。変
更内容を検証してコミットした後（その変更内容が有効な場合）、保留領域を消去します。 
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構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SUBMIT_PENDING_AREA;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

例例例例
プランの利点の 1つは、相互に参照できることです。プランのエントリは、コンシューマ・
グループまたはサブプランのいずれかになります。次に、有効な CPUプラン・ディレク
ティブのセット例を示します。 

これらのプラン・ディレクティブが有効で、すべてのコンシューマ・グループに実行可能な
セッションが無限にある場合、MAILDBプランには使用可能な CPUリソースの 30%が割り
当てられ、一方、BUGDBプランにはその 70%が割り当てられます。これをさらに分割する
と、"Postman"コンシューマ・グループにあるセッションは 12%（30%の内の 40%）の時間
を実行し、"Online"コンシューマ・グループにあるセッションは 56%（70%の内の 80%）の
時間を実行します。

注意注意注意注意 : SUBMIT_PENDING_AREAへのコールは、VALIDATE_PENDING_
AREAが成功していても失敗する場合があります。これは、削除するプラ
ンがインスタンスによって VALIDATE_PENDING_AREAへのコール後、
SUBMIT_PENDING_AREAへのコールまでにロードされると発生する可能
性があります。

表表表表 39-12  MYDB PLAN CPU プラン・ディレクティブプラン・ディレクティブプラン・ディレクティブプラン・ディレクティブ

サブプランサブプランサブプランサブプラン /グループグループグループグループ CPU_Level 1

MAILDBプラン 30%

BUGDBプラン 70%
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次の図は、このシナリオを表しています。 

次の説明では、コンシューマ・グループはアクティブなセッションです。つまり、セッショ
ンはリソース・コンシューマ・グループに所属し、このコンシューマ・グループは、処理す
るリソースの割当てを決定するためにプランが使用します。 

CPUプラン・ディレクティブのマルチプラン（1つ以上のサブプランをもつプラン）定義
は、各プランが自分自身をエンティティとして所有するため、1セットのプラン・ディレク
ティブを持つ単一プランに縮小できません。プランまたはサブプランに割り当てられた
CPU量は、アクティブ・セッションを持つコンシューマ・グループがそのプランに含まれ
ていない限り、そのプラン内でのみ使用されます。したがって、この例では、Bug 
Maintenanceグループが CPU量をまったく使用しなかった場合はそのプラン内でリサイク
ルされるので、BUGDB プラン内のレベル 1に戻ります。前述の例で、マルチプラン定義が
複数のコンシューマ・グループを持つ単一プランに縮小された場合は、Bug Maintenance 
Groupで使用されていない CPU量を明示的にリサイクルする方法はありません。CPU量は
グローバルにリサイクルされるので、MAILセッションにもそれを使用する機会が与えられ
ます。 

データベースのリソースは、複数のアプリケーション間の高いレベルでパーティション化で
き、アプリケーション内で再パーティション化できます。アプリケーション内の指定のグ
ループで、割り当てられたすべてのリソースが必要ない場合、そのリソースは、同じアプリ
ケーション内でのみ再パーティション化されます。 

次の例では、プランとコンシューマ・グループのデフォルトの割当て方法が使用されます。

create_pending_area();
create_plan(plan => ’BUGDB_PLAN’, comment => ’Resource 
   plan/method for bug users' sessions');
create_plan(plan => ’MAILDB_PLAN’, comment => ’Resource 
   plan/method for mail users' sessions');
create_plan(plan => ’MYDB_PLAN’, comment => ’Resource 

MYDB
プラン�

MAILDB
プラン�

BUGDB
プラン�

100% @
レベル 2

20% @
レベル 1

80% @
レベル 1

20% @
レベル 2

80% @
レベル 2

40% @
レベル 1

70% @
レベル 1

MAIL_MAINT.
グループ�

ONLINE
グループ�

BATCH
グループ�

BUG_MT.
グループ�

MAILUSERS
グループ�

POSTMAN
グループ�

30% @
レベル 1
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   plan/method for bug and mail users' sessions');
create_consumer_group(consumer_group => ’Bug_Online_group’, 
   comment => ’Resource consumer group/method for online bug users’ 
   sessions');
create_consumer_group(consumer_group => ’Bug_Batch_group’, 
   comment => ’Resource consumer group/method for bug users’ sessions 
   who run batch jobs');
create_consumer_group(consumer_group => 
   ’Bug_Maintenance_group’, comment => ’Resource consumer 
   group/method for users' sessions who maintain the bug db');
create_consumer_group(consumer_group => ’Mail_users_group’, 
   comment => ’Resource consumer group/method for mail users’ 
   sessions');
create_consumer_group(consumer_group => ’Mail_Postman_group’, 
   comment => ’Resource consumer group/method for mail postman’);
create_consumer_group(consumer_group => 
   ’Mail_Maintenance_group’, comment => ’Resource consumer 
   group/method for users' sessions who maintain the mail db');
create_plan_directive(plan => ’BUGDB_PLAN’, group_or_subplan 
   => ’Bug_Online_group’, comment => ’online bug users’ 
   sessions at level 0’, cpu_p1 => 80, cpu_p2=> 0, 
   parallel_degree_limit_p1 => 8);
create_plan_directive(plan => ’BUGDB_PLAN’, group_or_subplan 
   => ’Bug_Batch_group’, comment => ’batch bug users’ 
   sessions at level 0’, cpu_p1 => 20, cpu_p2 => 0, 
   parallel_degree_limit_p1 => 2);
create_plan_directive(plan => ’BUGDB_PLAN’, group_or_subplan 
   => ’Bug_Maintenance_group’, comment => ’bug maintenance users’ 
   sessions at level 1’, cpu_p1 => 0, cpu_p2 => 100, 
   parallel_degree_limit_p1 => 3);
create_plan_directive(plan => ’MAILDB_PLAN’, group_or_subplan 
   => ’Mail_Postman_group’, comment => ’mail postman at 
   level 0’, cpu_p1 => 40, cpu_p2 => 0, 
   parallel_degree_limit_p1 => 4);
create_plan_directive(plan => ’MAILDB_PLAN’, group_or_subplan 
   => ’Mail_users_group’, comment => ’mail users’ sessions 
   at level 1’, cpu_p1 => 0, cpu_p2 => 80, 
   parallel_degree_limit_p1 => 4);
create_plan_directive(plan => ’MAILDB_PLAN’, group_or_subplan =>
   ’Mail_Maintenance_group’, comment => ’mail 
   maintenance users’ sessions at level 1’, cpu_p1 => 0, 
   cpu_p2 => 20, parallel_degree_limit_p1 => 2);
create_plan_directive(plan => ’MYDB_PLAN’, group_or_subplan => 
   ’MAILDB_PLAN’, comment=> ’all mail users’ sessions at 
   level 0’, cpu_p1 => 30);
create_plan_directive(plan => ’MYDB_PLAN’, group_or_subplan => 
   ’BUGDB_PLAN’, comment => ’all bug users’ sessions at 
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   level 0', cpu_p1 = 70);
validate_pending_area();
submit_pending_area();

検証は SUBMIT_PENDING_AREAで暗黙的に行われるので、前述の VALIDATE_PENDING_
AREAへのコールはオプションです。

SET_INITIAL_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
ユーザーの初期コンシューマ・グループは、そのユーザーが作成したセッションが最初に所
属しているコンシューマ・グループです。このプロシージャは、ユーザーに対して、初期の
リソース・コンシューマ・グループを設定します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SET_INITIAL_CONSUMER_GROUP (
   user           IN VARCHAR2, 
   consumer_group IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このプロシージャを実行するためには、ADMINISTER_RESOURCE_MANAGERまたは ALTER 
USERシステム権限が必要です。ユーザーの初期コンシューマ・グループが設定される前に、
ユーザーまたは PUBLICに対して、コンシューマ・グループへのスイッチ権限が直接付与さ
れている必要があります。初期コンシューマ・グループに対するスイッチ権限は、そのユー
ザーに付与されているロールから与えることはできません。 

ユーザーの初期コンシューマ・グループが設定されていない場合、そのユーザーの初期コン
シューマ・グループは、自動的にコンシューマ・グループ DEFAULT_CONSUMER_GROUPに
なります。 

表表表表 39-13  SET_INITIAL_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

user ユーザー名。

consumer_group ユーザーの初期コンシューマ・グループ。

注意注意注意注意 : この方法は、ALTER USER DEFAULT ROLEに対する方法に類似し
ています。
39-16 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
DEFAULT_CONSUMER_GROUPは PUBLICに付与されたスイッチ権限を持つため、すべての
ユーザーはこのコンシューマ・グループに対するスイッチ権限を自動的に付与されます。コ
ンシューマ・グループを削除するとき、削除するグループを初期コンシューマ・グループと
していたすべてのユーザーは、DEFAULT_CONSUMER_GROUPを初期コンシューマ・グルー
プとします。削除するコンシューマ・グループに所属している現行のアクティブなセッショ
ンは、すべて DEFAULT_CONSUMER_GROUPに切り替えられます。

SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_SESSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、指定のセッションのリソース・コンシューマ・グループを変更
します。また、トップレベルのユーザー・セッションに関連する（PQ）スレーブ・セッ
ションのコンシューマ・グループも変更します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_SESS (
   session_id     IN NUMBER, 
   session_serial IN NUMBER, 
   consumer_group IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_USERプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャによって、指定のユーザー IDを持つすべてのセッションに対するリソー
ス・コンシューマ・グループを変更します。また、トップレベルのユーザー・セッションに
関連する（PQ）スレーブ・セッションのコンシューマ・グループも変更します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_USER (
   user           IN VARCHAR2, 
   consumer_group IN VARCHAR2);

表表表表 39-14  SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_SESSプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

session_id ビュー V$SESSIONでの SID列。

session_serial ビュー V$SESSIONでの SERIAL# 列。

consumer_group 切り替えるコンシューマ・グループの名前。
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_

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_SESSプロシージャと SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR
USERプロシージャによって、特定のセッションまたはユーザーの CPUリソース割当てを増
減します。これにより、UNIXの nice コマンドと類似した機能性が提供されます。 

これらのプロシージャは、新規に指定されたコンシューマ・グループにセッションを即時に
移動します。

表表表表 39-15  SWITCH_CONSUMER_GROUP_FOR_USERプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

user ユーザー名。

consumer_group 切り替えるコンシューマ・グループの名前。
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DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS

DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVSパッケージは、リソース・マネージャに関連付けられ
ている権限をメンテナンスします。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベース・リソース・マネージャの使用方法の詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。 
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サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

GRANT_SYSTEM_PRIVILEGEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザーまたはロールにシステム権限を付与します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE (
   grantee_name   IN VARCHAR2, 
   privilege_name IN VARCHAR2 DEFAULT 'ADMINISTER_RESOURCE_MANAGER',             
   admin_option   IN BOOLEAN);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

Oracleでは現在、リソース・マネージャに対するシステム権限は ADMINISTER_
RESOURCE_MANAGERのみ提供しています。データベース管理者には、admin optionを伴う
このシステム権限があります。その権限の付与と取消しは、ユーザーまたはロールに対して
行うことができます。admin optionを伴うシステム権限を付与されたユーザーは、この権限
を他のユーザーにも付与できます。

表表表表 40-1  DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

GRANT_SYSTEM_PRIVILEGEプロシー
ジャ（40-2 ページ）

システム権限を付与します。

REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGEプロ
シージャ（40-3 ページ）

システム権限を取り消します。

GRANT_SWITCH_CONSUMER_GROUPプ
ロシージャ（40-3 ページ）

リソース・コンシューマ・グループに切り替える権限を付
与します。

REVOKE_SWITCH_CONSUMER_GROUP
プロシージャ（40-5 ページ）

リソース・コンシューマ・グループに切り替える権限を取
り消します。

表表表表 40-2  GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

grantee_name 権限が付与されるユーザーまたはロールの名前。

privilege_name 付与される権限の名前。

admin_option admin_option の付いた権限付与の場合は TRUE、そうでない場
合は FALSE。
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サブプログラムの要約
例例例例
次のコールは、scottというユーザーに対して admin optionを付けないでこの権限を付与し
ます。

DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE (
   grantee_name => ’scott’, 
   admin_option => FALSE);

REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザーまたはロールからシステム権限を取り消します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE (
   revokee_name   IN VARCHAR2, 
   privilege_name IN VARCHAR2 DEFAULT 'ADMINISTER_RESOURCE_MANAGER');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次のコールは、ユーザー名 scottから ADMINISTER_RESOURCE_MANAGERを取り消します。

DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE ('scott');

GRANT_SWITCH_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リソース・コンシューマ・グループに切り替える権限を付与します。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.GRANT_SWITCH_CONSUMER_GROUP (
   grantee_name   IN VARCHAR2, 
   consumer_group IN VARCHAR2, 
   grant_option   IN BOOLEAN);

表表表表 40-3  REVOKE_SYSTEM_PRIVILEGE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

revokee_name 権限を取り消すユーザーまたはロールの名前。

privilege_name 取り消す権限の名前。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
ユーザーに対して特定のコンシューマ・グループに切り替える許可を付与すると、そのユー
ザーは、即時に現行のコンシューマ・グループを新規のコンシューマ・グループに切り替え
ることができます。 

ロールに対して特定のコンシューマ・グループに切り替える許可を付与すると、そのロール
を付与され、そのロールを使用可能にしたユーザーは、即時に現行のコンシューマ・グルー
プを新規のコンシューマ・グループに切り替えることができます。

PUBLICに対して特定のコンシューマ・グループに切り替える許可を付与すると、すべての
ユーザーがそのコンシューマ・グループに切り替えることができます。

grant_option パラメータが TRUEの場合、コンシューマ・グループに対するスイッチ権
限が付与されたユーザーは、そのコンシューマ・グループに対するスイッチ権限を他のユー
ザーにも付与できます。

ユーザーの初期のコンシューマ・グループを設定するには、そのグループに対するスイッチ
権限をユーザーに付与する必要があります。

例例例例
DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.GRANT_SWITCH_COMSUMER_GROUP (
   'scott', 'mail_maintenance_group', true);

DBMS_RESOURCE_MANAGER.SET_INITIAL_CONSUMER_GROUP (
   'scott', 'mail_maintenance_group');

表表表表 40-4  GRANT_SWITCH_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

grantee_name 権限を付与されるユーザーまたはロールの名前。

consumer_group コンシューマ・グループ名。

grant_option 権限を付与されたユーザーが他のユーザーにアクセス権を付与で
きる場合は TRUE、そうでない場合は FALSE。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 39章「DBMS_RESOURCE_MANAGER」
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REVOKE_SWITCH_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リソース・コンシューマ・グループに切り替える権限を取り消しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.REVOKE_SWITCH_CONSUMER_GROUP (
   revokee_name   IN VARCHAR2, 
   consumer_group IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
特定のコンシューマ・グループに対するスイッチ権限をユーザーから取り消した後で、その
ユーザーがそのコンシューマ・グループに切り替えようとしても失敗します。

ユーザーから初期のコンシューマ・グループを取り消した場合、そのユーザーは、ログイン
時に自動的に DEFAULT_CONSUMER_GROUPコンシューマ・グループに所属します。

コンシューマ・グループに対するスイッチ権限をロールから取り消すと、そのロールを介し
てのみコンシューマ・グループに対するスイッチ権限を持っていたユーザーは、以降そのコ
ンシューマ・グループに切り替えることはできません。

コンシューマ・グループに対するスイッチ権限を PUBLICから取り消すと、それまで
PUBLICを介してのみコンシューマ・グループを使用できたユーザーは、以降そのコン
シューマ・グループに切り替えることはできません。

例例例例
次の例は、mail_maintenance_group に切り替える権限を scottから取り消します。

DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.REVOKE_SWITCH_CONSUMER_GROUP (
   'scott', 'mail_maintenance_group');

表表表表 40-5  REVOKE_SWITCH_CONSUMER_GROUP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

revokee_name アクセス権を取り消すユーザーまたはロールの名前。

consumer_group コンシューマ・グループ名。
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DBMS_RLS

DBMS_RLSパッケージには、ファイン・グレイン・アクセス・コントロールの管理インタ
フェースが含まれています。

注意注意注意注意 : DBMS_RLSは、Enterprise Editionでのみ使用できます。
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動的な述語動的な述語動的な述語動的な述語
ファイン・グレイン・アクセス・コントロールをサポートする機能は、動的な述語に基づい
ています。セキュリティ・ルールはビューに埋め込まれていませんが、実表またはビューが
DML文で参照される、文の解析時に取得されます。 

表またはビューに対する動的な述語は PL/SQLファンクションが生成し、PL/SQLインタ
フェースを介してセキュリティ・ポリシーに関連付けられます。次に例を示します。 

DBMS_RLS.ADD_POLICY (
   'scott', 'emp', 'emp_policy', 'secusr', 'emp_sec', 'select');

SCOTTスキーマの下にある EMP表が問合せまたは副問合せ（SELECT）で参照されるたび
に、サーバーは、EMP_SECファンクション（SECUSRスキーマの下にある）をコールしま
す。このファンクションは、EMP_POLICYポリシーについて、現ユーザーに固有の述語を戻
します。ポリシー・ファンクションは、ファンクション・コール時に使用可能なすべての
セッション環境変数に基づいて述語を生成できます。これらの変数は通常、アプリケーショ
ン・コンテキストのフォームで表示されます。

次に、サーバーは、テキストがある一時ビューを作成します。

SELECT * FROM scott.emp WHERE P1

ここで、P1（SAL > 10000や副問合せなど）は、EMP_SECファンクションから戻された述語
です。サーバーは、EMP表をビューとして処理し、ビューのテキストをデータ・ディクショ
ナリからではなく一時ビューから取得すること以外は、通常のビューと同様にビューの展開
を行います。 

述語に副問合せがある場合は、ポリシー・ファンクションの所有者（定義者）を使用して副
問合せ内のオブジェクトを解決し、そのオブジェクトのセキュリティをチェックします。つ
まり、ポリシー保護されたオブジェクトへのアクセス権限を持つユーザーには、ポリシーに
ついての知識は不要です。このユーザーには、基礎となるセキュリティ・ポリシーに対する
オブジェクト権限の付与は不要です。さらに、サーバーはファンクション定義者の権限で
コールを行うため、このユーザーにはポリシー・ファンクションでの EXECUTE権限は不要
です。 

DBMS_RLSパッケージは、セキュリティ・ポリシーを削除したり、使用可能または使用禁止
にするためのインタフェースも提供します。たとえば、次の PL/SQL文を使用して、EMP_
POLICYを削除または使用禁止にできます。 

DBMS_RLS.DROP_POLICY('scott', 'emp', 'emp_policy'); 
DBMS_RLS.ENABLE_POLICY('scott', 'emp', 'emp_policy', FALSE)

注意注意注意注意 : 一時ビューは、単一表または述語だけを持つビュー（つまり、
JOIN、 ORDER BY、 GROUP BYなどがない）から導出されるため、親オブ
ジェクトの更新可能性を保持することができます。
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サブプログラムの要約
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
一時ビューが副問合せを使用して作成されると、セキュリティ・チェックが実行されます。
ポリシー・ファンクションを持ち、動的な述語を生成するスキーマは、セキュリティ・
チェックとオブジェクト検索のために、一時ビューの定義者となります。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
DBMS_RLSプロシージャは、現行の DMLトランザクションがある場合は、操作前にコミッ
トします。ただし、プロシージャが DDLイベント・トリガーの内部にある場合、プロシー
ジャは最初にコミットを実行しません。DDLトランザクションに関して、DBMS_RLSは、
DDLトランザクションの一部です。 

たとえば、ユーザーは CREATE TABLEのトリガーを作成できます。トリガー内部で、
ALTER TABLEを介して列を追加でき、DBMS_RLSを介してポリシーを追加できます。これ
らすべての操作は、それぞれが DDL文であっても、CREATE TABLEと同じトランザクショ
ン内にあります。CREATE TABLEは、トリガーが正常終了した場合のみ成功します。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

ADD_POLICYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシーを表または
ビューに作成します。

トランザクションがある場合、その現行トランザクションはこのプロシージャによって操作
の実行前にコミットを実行します。ただし、そのトランザクションが DDLイベント・トリ
ガー内にある場合は、最初にコミットを実行しません。 

表表表表 41-1  DBMS_RLS のサブプログラムのサブプログラムのサブプログラムのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

ADD_POLICYプロシージャ
（41-3 ページ）

ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシー
を表またはビューに作成します。

DROP_POLICYプロシージャ
（41-5 ページ）

ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシー
を表またはビューから削除します。

REFRESH_POLICYプロシージャ
（41-6 ページ）

ポリシーに関連付けられているすべてのキャッシュ済みの
文を再解析します。

ENABLE_POLICYプロシージャ
（41-7 ページ）

ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシー
を使用可能または使用禁止にします。
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サブプログラムの要約
コミットは、操作の最後にも実行されます。 

構文構文構文構文
DBMS_RLS.ADD_POLICY (
   object_schema   IN VARCHAR2 := NULL,
   object_name     IN VARCHAR2,
   policy_name     IN VARCHAR2,
   function_schema IN VARCHAR2 := NULL,
   policy_function IN VARCHAR2,
   statement_types IN VARCHAR2 := NULL,
   update_check    IN BOOLEAN  := FALSE,
   enable          IN BOOLEAN  := TRUE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「使用上の注意」（41-3ページ）

表表表表 41-2  ADD_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

object_schema 表またはビューを含んでいるスキーマ（NULLの場合はログオン・ユー
ザー）。

object_name ポリシーを追加する表またはビューの名前。

policy_name 追加するポリシーの名前。この名前は、表またはビュー内に対して一
意でなければなりません。

function_schema ポリシー・ファンクションのスキーマ（NULLの場合はログオン・ユー
ザー）。

policy_function ポリシーの述語を生成するファンクションの名前。ファンクションが
パッケージ内で定義されている場合、パッケージ名は必ず存在する必
要があります。

statement_types ポリシーを適用する文タイプ SELECT、INSERT、UPDATEおよび
DELETEを任意に組み合せることができます。デフォルトでは、すべ
てのタイプが適用されます。

update_check 文タイプ INSERTまたは UPDATEに対するオプションの引数。デフォ
ルトは FALSEです。update_check を TRUEに設定すると、サー
バーは、挿入または更新後の値に対してもポリシーをチェックします。

enable ポリシーの追加時に、そのポリシーを使用可能にするかどうかを示し
ます。デフォルトは TRUEです。
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サブプログラムの要約
使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
■ SYSは、セキュリティ・ポリシーの制約を受けません。 

■ 動的な述語を生成するポリシー・ファンクションは、サーバーがコールします。次の例
は、ファンクションのインタフェースを示します。 

    FUNCTION policy_function (object_schema IN VARCHAR2, object_name VARCHAR2) 
        RETURN VARCHAR2 
    --- object_schema is the schema owning the table of view.
    --- object_name is the name of table of view that the policy will apply. 

ポリシー・ファンクションが戻す述語の最大長は、2,000バイトです。 

■ ポリシー・ファンクションには、WNDS（データベースへの書込み禁止状態）の純粋さ
レベルが必要です。 

■ 同じオブジェクトにある複数のポリシーから生成された動的な述語は、全述語の論理積
（AND条件）の結合効果があります。 

■ セキュリティ・チェックとオブジェクト検索は、動的な述語の副問合せで、オブジェク
トのポリシー・ファンクションの所有者に対して実行されます。 

■ ファンクションが長さ 0（ゼロ）の述語を戻す場合は、ポリシーについて現ユーザーに
適用する制限はないと解釈されます。 

■ 述語で表の別名が必要な場合（たとえば、親オブジェクトがタイプ表の場合）は、表ま
たはビューの名前自体を別名として使用する必要があります。サーバーは、一時ビュー
を "select c1, c2, ... from tab where <predicate>"のように構成します。 

■ ファンクションの妥当性チェックは、インストレーションを容易にしたり、インポート
またはエクスポート時に発生するその他の依存する問題を軽減するため、実行時に行わ
れます。

DROP_POLICYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシーを表または
ビューから削除します。 

トランザクションがある場合、その現行トランザクションはこのプロシージャによって操作
の実行前にコミットを実行します。ただし、そのトランザクションが DDLイベント・トリ
ガー内にある場合は、最初にコミットを実行しません。 

コミットは、操作の最後にも実行されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RESTRICT_REFERENCESプラグマの詳細は、『PL/SQL ユー
ザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「使用上の注意」（41-3ページ）
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_RLS.DROP_POLICY (
   object_schema IN VARCHAR2 := NULL,
   object_name   IN VARCHAR2,
   policy_name   IN VARCHAR2); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

REFRESH_POLICYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ポリシーに関連付けられたすべてのキャッシュ済みの文を再解析しま
す。これにより、ポリシーへの最新の変更内容がプロシージャの実行直後に有効になりま
す。

トランザクションがある場合、その現行トランザクションはこのプロシージャによって操作
の実行前にコミットを実行します。ただし、トランザクションが DDLイベント・トリガー
内にある場合は、最初にコミットを実行しません。 

コミットは、操作の最後にも実行されます。 

構文構文構文構文
DBMS_RLS.REFRESH_POLICY (
   object_schema IN VARCHAR2 := NULL,
   object_name   IN VARCHAR2 := NULL,
   policy_name   IN VARCHAR2 := NULL); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 41-3  DROP_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

object_schema 表またはビューを含んでいるスキーマ（NULLの場合はログオン・ユー
ザー）。

object_name 表またはビューの名前。

policy_name 表またはビューから削除するポリシーの名前。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「使用上の注意」（41-3ページ）

表表表表 41-4  REFRESH_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

object_schema 表またはビューを含んでいるスキーマ。
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サブプログラムの要約
エラーエラーエラーエラー
使用禁止になっているポリシーをリフレッシュしようとすると、プロシージャはエラーを戻
します。

ENABLE_POLICYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシーを使用可能
または使用禁止にします。ポリシーは、その作成時に使用可能になっています。

トランザクションがある場合、その現行トランザクションはプロシージャによって操作の実
行前にコミットを実行します。ただし、トランザクションが DDLイベント・トリガー内に
ある場合は、最初にコミットを実行しません。 

コミットは、操作の最後にも実行されます。 

構文構文構文構文
DBMS_RLS.ENABLE_POLICY (
   object_schema IN VARCHAR2 := NULL,
   object_name   IN VARCHAR2,
   policy_name   IN VARCHAR2,
   enable        IN BOOLEAN);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

object_name ポリシーが関連付けられている表またはビューの名前。

policy_name リフレッシュするポリシーの名前。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「使用上の注意」（41-3ページ）

表表表表 41-5  ENABLE_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

object_schema 表またはビューを含んでいるスキーマ（NULLの場合はログオン・ユー
ザー）。

object_name ポリシーが関連付けられている表またはビューの名前。

policy_name 使用可能または使用禁止にするポリシーの名前。

表表表表 41-4  REFRESH_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
例例例例
次の例は、ファイン・グレイン・アクセス・コントロールのポリシーを実施するために必要
なステップを示します。 

Oracle HRアプリケーションで、PER_PEOPLEは PER_ALL_PEOPLE表に対するビューで、
両方のオブジェクトとも APPSスキーマの下にあります。

CREATE TABLE per_all_people 
            (person_id NUMBER(15), 
             last_name VARCHAR2(30), 
             emp_no VARCHAR2(15), ...);
CREATE VIEW per_people AS 
       SELECT * FROM per_all_people;

社内のユーザー・ロールに基づいて、PER_PEOPLEビューへのアクセスを制限するセキュリ
ティ・ポリシーが必要です。ポリシーの述語は、HR_SECURITYパッケージにある SECURE_
PERSONファンクションで生成できます。このパッケージは、スキーマ APPSの下にあり、
HRアプリケーションに関連するすべてのセキュリティ・ポリシーをサポートするファンク
ションが含まれています。また、すべてのアプリケーション・コンテキストは、APPS_SEC
名前領域の下にあります。

CREATE PACKAGE BODY hr_security IS
  FUNCTION secure_person(obj_schema VARCHAR2, obj_name VARCHAR2)
                     RETURN VARCHAR2 IS
      d_predicate VARCHAR2(2000);
  BEGIN
      -- for users with HR_ROLE set to EMP, map logon user name
      -- to employee id. FND_USER table stores relationship
      -- among database users, application users, 
      -- and people held in the HR person table.
      IF SYS_CONTEXT('apps_sec', 'hr_role') = 'EMP' THEN
        d_predicate = 'person_id IN 
                     (SELECT employee_id FROM apps.fnd_user 
                      WHERE user_name = SYS_CONTEXT(''userenv'', ''session_
user''))';
      -- for users with HR_ROLE set to MGR (manager), map
      -- security profile id to a list of employee id that 
      -- the user can access
      ELSE IF SYS_CONTEXT('apps_sec', 'hr_role') = 'MGR' THEN
        d_predicate = 'person_id IN

enable ポリシーを使用可能にする場合は TRUE、使用禁止にする場合は
FALSE。

表表表表 41-5  ENABLE_POLICY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
                     (SELECT ppl.employee_id FROM per_person_list ppl WHERE
                      ppl.security_profile_id = SYS_CONTEXT(''apps_sec'', 
''security_profile_id''))
                      OR EXISTS (SELECT NULL FROM apps.per security_profiles psp 
WHERE
                      SYS_CONTEXT(''apps_sec'', ''security_profile_id'') =
                      psp.security_profile_id AND psp.view_all_flag = ''Y''))';
      ELSE 
           d_predicate = '1=2';  -- deny access to other users, may use something 
like 'keycol=null'
      END IF;
      RETURN d_predicate;
     END secure_person; 
    END hr_security; 

次のステップでは、PER_PEOPLEビューのポリシー（ここでは PER_PEOPLE_SEC）を、動
的な述語を生成する HR_SECURITY.SECURE_PERSONファンクションに関連付けます。 

DBMS_RLS.ADD_POLICY('apps', 'per_people', 'per_people_sec', 'apps'    
                    'hr_security.secure_person', 'select, update, delete');

ここで、PER_PEOPLEビューを含んだ SELECT、UPDATEおよび DELETE文は、アプリケー
ション・コンテキスト HR_ROLEの値に基づいて 3つの述語から 1つを取得します。 

注意注意注意注意 : PER_ALL_PEOPLE表を保護するセキュリティ・ファンクションと
同じファンクションを使用して、PER_ADDRESSES表を保護する動的な述
語も生成できます。これは、どちらの表も、データへのアクセスを制限す
るポリシーが同じためです。
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DBMS_ROWID

DBMS_ROWIDパッケージによって、ユーザーは ROWIDを作成し、PL/SQLプログラムと
SQL文から ROWIDに関する情報を取得します。ベース 64文字の外部 ROWIDを解釈する
コードを書かないで、ROWIDのデータ・ブロック番号、オブジェクト番号およびその他のコ
ンポーネントを検索できます。

注意注意注意注意 : DBMS_ROWIDは、ユニバーサルな ROWID （UROWID）とともには
使用しません。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このパッケージにあるファンクションの一部は、パラメータ ROWIDだけを必要とします。
このパラメータは、1つの文字または PL/SLQ ROWIDで、その内容は必要に応じて制限また
は拡張されます。 

 DBMS_ROWIDのファンクションとプロシージャは PL/SQLコードからコールでき、その
ファンクションは SQL文で使用することもできます。

DBMS_ROWIDパッケージからのファンクションは、他の組込み式の SQLファンクションと
同じように使用できます。つまり、これらのファンクションは、式が使用できればどこでも
使用できます。次の例では、EMP表にある単一行のブロック番号だけを戻すために、
ROWID_BLOCK_NUMBERが使用されています。

SELECT dbms_rowid.rowid_block_number(rowid)
FROM emp 
WHERE ename = 'KING';

PL/SQLの例の例の例の例  次の例では、EMP表にある行の ROWIDを戻し、DBMS_ROWIDパッケージの
ROWID_OBJECTファンクションを使用して、その ROWIDからデータ・オブジェクト番号を
抽出して表示します。

DECLARE
  object_no   INTEGER;
  row_id      ROWID;
  ...
BEGIN
  SELECT ROWID INTO row_id FROM emp
    WHERE empno = 7499;
  object_no := dbms_rowid.rowid_object(row_id);
  dbms_output.put_line('The obj. # is '|| object_no);
  ...

要件要件要件要件
このパッケージは、パッケージ所有者 (sys)ではなく、コール・ユーザーの権限で実行され
ます。

注意注意注意注意 : ROWID_INFOは 1つのプロシージャです。このプロシージャは、
PL/SQLコードでのみ使用できます。
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ROWIDのタイプのタイプのタイプのタイプ

次に例を示します。

rowid_type_restricted constant integer := 0;
rowid_type_extended   constant integer := 1;

ROWIDの検証結果の検証結果の検証結果の検証結果

次に例を示します。

rowid_is_valid   constant integer := 0;
rowid_is_invalid constant integer := 1;

オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型

次に例を示します。

rowid_object_undefined constant integer := 0;

ROWIDの変換タイプの変換タイプの変換タイプの変換タイプ

次に例を示します。

rowid_convert_internal constant integer := 0;
rowid_convert_external constant integer := 1;

RESTRICTED 制限 ROWID

EXTENDED 拡張 ROWID

注意注意注意注意 : 拡張 ROWIDは、Oracle8i以降でのみ使用されます。 

VALID 有効 ROWID

INVALID 無効 ROWID

UNDEFINED （制限 ROWIDsに対する）オブジェクト番号が定義されて
いません。

INTERNAL ROWIDタイプの列から、またはその列への変
換。

EXTERNAL 文字列形式から、または文字列形式への変換。
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サブプログラムの要約
例外例外例外例外

次に例を示します。

ROWID_INVALID exception;
   pragma exception_init(ROWID_INVALID, -1410);

ROWID_BAD_BLOCK exception;
   pragma exception_init(ROWID_BAD_BLOCK, -28516);

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

ROWID_INVALID 無効な ROWID形式。

ROWID_BAD_BLOCK ブロックがファイルの最後を超
えています。

表表表表 42-1  DBMS_ROWID パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

ROWID_CREATEファンクション
（42-5 ページ）

ROWIDをテスト用に限って作成します。

ROWID_INFOプロシージャ
（42-6 ページ）

ROWIDのタイプとコンポーネントを戻します。

ROWID_TYPEファンクション
（42-7 ページ）

ROWIDのタイプを戻します。0は制限付き、1は拡張です。

ROWID_OBJECTファンクション
（42-8 ページ）

拡張 ROWIDのオブジェクト番号を戻します。

ROWID_RELATIVE_FNOファンクショ
ン（42-9 ページ）

ROWIDのファイル番号を戻します。

ROWID_BLOCK_NUMBERファンクショ
ン（42-10 ページ）

ROWIDのブロック番号を戻します。

ROWID_ROW_NUMBERファンクション
（42-10 ページ）

行番号を戻します。

ROWID_TO_ABSOLUTE_FNOファンク
ション（42-11 ページ）

特定の表にある行について、ROWIDに関連する絶対ファイ
ル番号を戻します。

ROWID_TO_EXTENDEDファンクション
（42-12 ページ）

ROWIDを制限形式から拡張形式に変換します。

ROWID_TO_RESTRICTEDファンクショ
ン（42-14 ページ）

拡張 ROWIDを制限形式に変換します。
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サブプログラムの要約
ROWID_CREATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションによって、構成要素をパラメータとして ROWIDを作成します。 

Oracle Serverでは、データベース内のデータを指す有効な ROWIDを作成することしかでき
ないため、このファンクションは、ROWID操作のテストに役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_CREATE (
   rowid_type    IN NUMBER, 
   object_number IN NUMBER,
   relative_fno  IN NUMBER,
   block_number  IN NUMBER,
   row_number    IN NUMBER) 
  RETURN ROWID;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_create,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ROWID_VERIFYファンクション
（42-14 ページ）

ROWID_TO_EXTENDEDファンクションが ROWIDを適切に
拡張できるかどうかをチェックします。

表表表表 42-2  ROWID_CREATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rowid_type タイプ（制限または拡張）。

制限 ROWIDについては、rowid_type パラメータを 0に設定し
ます。拡張 ROWIDを作成するには、1を設定します。 

rowid_type を 0に指定すると、指定された object_number パ
ラメータは無視され、ROWID_CREATEファンクションは制限
ROWIDを戻します。

object_number データ・オブジェクト番号（制限の場合は rowid_object_
undefined ）。

relative_fno 相対ファイル番号。

block_number このファイル内のブロック番号。

表表表表 42-1  DBMS_ROWID パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
例例例例
ダミーの拡張 ROWIDを作成します。

my_rowid := DBMS_ROWID.ROWID_CREATE(1, 9999, 12, 1000, 13);

rowid_object ファンクションが戻す値を検索します。

obj_number := DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT(my_rowid);

変数 obj_number には、9999が入っています。

ROWID_INFOプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ROWIDのタイプ（制限または拡張）を含めた情報と、ROWIDのコン
ポーネントを戻します。これはプロシージャで、SQL文では使用できません。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_INFO (
   rowid_in         IN   ROWID,
   rowid_type       OUT  NUMBER,
   object_number    OUT  NUMBER,
   relative_fno     OUT  NUMBER,
   block_number     OUT  NUMBER,
   row_number       OUT  NUMBER);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_info,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

file_number このブロック内のファイル番号。

表表表表 42-3  ROWID_INFOプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rowid_in 解釈する ROWID。ROWIDが制限（0）か、または拡張（1）ROWID
かを判別します。 

rowid_type タイプ（制限または拡張）を戻します。

表表表表 42-2  ROWID_CREATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
例例例例
この例では、ROWID_CREATEで作成した ROWIDの値を読み込んで戻します。

DBMS_ROWID.ROWID_INFO(my_rowid, rid_type, obj_num,
  file_num, block_num, row_num);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('The type is ' || rid_type);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data object number is ' || obj_num);
-- and so on...

ROWID_TYPEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ROWIDが制限 ROWIDの場合は 0、拡張の場合は 1を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_TYPE (
   rowid_id IN ROWID)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_type,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

object_number データ・オブジェクト番号（制限の場合は rowid_object_
undefined ）を戻します。

relative_fno 相対ファイル番号を戻します。

block_number このファイル内のブロック番号を戻します。

file_number このブロック内のファイル番号を戻します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ROWID_TYPEファンクション」（42-7ページ）

表表表表 42-4  ROWID_TYPEファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。

表表表表 42-3  ROWID_INFOプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
例例例例
IF DBMS_ROWID.ROWID_TYPE(my_rowid) = 1 THEN

my_obj_num := DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT(my_rowid);

ROWID_OBJECTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、拡張 ROWIDのデータ・オブジェクト番号を戻します。入力された
ROWIDが制限 ROWIDの場合は、0を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT (
   rowid_id IN ROWID)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_object,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
SELECT dbms_rowid.rowid_object(ROWID)

FROM emp
WHERE empno = 7499;

表表表表 42-5  ROWID_OBJECT ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。

注意注意注意注意 : 制限 ROWIDについては、ROWID_OBJECT_UNDEFINEDの定数が
戻されます。
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サブプログラムの要約
ROWID_RELATIVE_FNOファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、IN パラメータで指定された ROWIDの相対ファイル番号を戻しま
す。（ファイル番号は表領域に関連しています。）

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_RELATIVE_FNO (
   rowid_id IN ROWID)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_relative_fno,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次の例の PL/SQLコードは、相対ファイル番号を戻します。

DECLARE
file_number    INTEGER;
rowid_val      ROWID;

BEGIN
SELECT ROWID INTO rowid_val
  FROM dept 
  WHERE loc = 'Boston';
file_number :=
  dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid_val);
...

表表表表 42-6  ROWID_RELATIVE_FNO ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。
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サブプログラムの要約
ROWID_BLOCK_NUMBERファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、入力された ROWIDのデータベース・ブロック番号を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_BLOCK_NUMBER (
   row_id IN ROWID)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_block_number,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次の SQL文の例では、ROWIDからブロック番号を選択し、別の表に挿入します。

INSERT INTO T2 (SELECT dbms_rowid.rowid_block_number(ROWID)
FROM some_table 
WHERE key_value = 42);

ROWID_ROW_NUMBERファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ROWID IN パラメータから行番号を抽出します。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER (
   row_id IN ROWID)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_row_number,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

表表表表 42-7  ROWID_BLOCK_NUMBER ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
行番号を選択します。

SELECT dbms_rowid.rowid_row_number(ROWID) 
FROM emp
WHERE ename = 'ALLEN';

ROWID_TO_ABSOLUTE_FNOファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のスキーマと表にある行について、ファイル番号が絶対番号で
ある ROWIDから、絶対ファイル番号を抽出します。スキーマ名とスキーマ・オブジェクト
名（表名など）がこのファンクションの IN パラメータとして提供されます。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_TO_ABSOLUTE_FNO (
   row_id      IN ROWID,
   schema_name IN VARCHAR2,
   object_name IN VARCHAR2)
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_to_absolute_fno,WNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 42-8  ROWID_ROW_NUMBER ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。

表表表表 42-9  ROWID_TO_ABSOLUTE_FNO ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

row_id 解釈する ROWID。

schema_name 表を含んだスキーマの名前。

object_name 表名。
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サブプログラムの要約
例例例例
DECLARE

abs_fno        INTEGER;
rowid_val      CHAR(18);
object_name    VARCHAR2(20) := 'EMP';

BEGIN
SELECT ROWID INTO rowid_val 
FROM emp
WHERE empno = 9999;
 abs_fno := dbms_rowid.rowid_to_absolute_fno(
 rowid_val, 'SCOTT', object_name);

ROWID_TO_EXTENDEDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ユーザーが指定するスキーマや表にある行をアドレス指定している
制限形式の ROWIDを、拡張 ROWID形式に変換します。このファンクションは、今後、この
パッケージから削除されて別の場所に移動する可能性があります。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_TO_EXTENDED (
   old_rowid       IN ROWID,
   schema_name     IN VARCHAR2,   
   object_name     IN VARCHAR2,
   conversion_type IN INTEGER)
  RETURN ROWID;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_to_extended,WNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : パーティション・オブジェクトの名前には、パーティション名や
サブパーティション名ではなく、表名を指定する必要があります。

表表表表 42-10  ROWID_TO_EXTENDEDファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

old_rowid 変換する ROWID。

schema_name 表が含まれるスキーマの名前（オプション）。

object_name 表名（オプション）。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
ROWID_TO_EXTENDEDは、拡張文字列形式で ROWIDを戻します。入力された ROWIDが
NULLの場合、ファンクションは NULLを戻します。ゼロ値の ROWID（00000000.0000.0000）
が提供されると、ゼロ値の制限 ROWIDが戻されます。

例例例例
SCOTTスキーマに RIDSと呼ばれる表があり、その表には、ROWID（制限）を保持する列
ROWID_COLと、SCOTTスキーマのその他の表を指す列 TABLE_COLが含まれていると仮定
します。次の文を使用して、ROWIDを拡張形式に変換できます。

UPDATE SCOTT.RIDS
SET rowid_col =
dbms_rowid.rowid_to_extended (
   rowid_col, 'SCOTT", TABLE_COL, 0);

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
スキーマ名とオブジェクト名が IN パラメータとして提供されると、このファンクションは、
指定の表における SELECT認可レベルを検証し、表のデータ・オブジェクト番号を使用し
て、提供された制限 ROWIDを拡張 ROWIDに変換します。ROWID_TO_EXTENDEDは値を戻
しますが、このファンクションがコールされたとき、または拡張 ROWIDが実際に使用され
たときに、変換された ROWIDが表内の有効な行を実際に参照していることは保証しません。

スキーマ名とオブジェクト名が提供されない場合（NULLとして渡された場合）、このファン
クションは、提供された制限 ROWIDが指定しているページをフェッチしようとします。こ
の ROWIDに格納されているファイル番号は、絶対ファイル番号として処理されます。この
ため、そのファイルが削除されていたり、その番号が移動前に再使用されている場合は問題
が生じます。フェッチされたページが有効な表に属している場合、この表のデータ・オブ
ジェクト番号は拡張 ROWID値への変換時に使用されます。これは非常に効率が悪いため、
ターゲット表が不明な場合に行う最終手段としてのみお薦めします。ユーザーは、変換され
た値の使用時まで、正しい表名を覚えておく必要があります。

拡張 ROWID値が提供された場合、入力した拡張 ROWIDのデータ・オブジェクト番号は、表
名パラメータから計算されたデータ・オブジェクト番号と照合して検証されます。2つの番
号が一致しない場合は、INVALID_ROWID例外が発生します。一致する場合は、入力した
ROWIDが戻されます。

conversion_type rowid_convert_internal /external_convert_external
（old_rowid が ROWIDタイプの列に格納されていたか、または
文字列に格納されていたかによります）。

表表表表 42-10  ROWID_TO_EXTENDEDファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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ROWID_TO_RESTRICTEDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、拡張 ROWIDを制限 ROWID形式に変換します。

構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_TO_RESTRICTED (
   old_rowid       IN ROWID,
   conversion_type IN INTEGER)
  RETURN ROWID;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_to_restricted,WNDS,RNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ROWID_VERIFYファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ROWIDを検証します。入力した制限 ROWIDが、入力スキーマ名と
表名を指定して、拡張形式に変換できる場合は、0を戻し、変換できない場合は 1を戻しま
す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ROWID_VERIFYファンクション」には、指定の ROWIDが
拡張形式に変換できるかどうかを判別する方法が記述されています。

表表表表 42-11  ROWID_TO_RESTRICTEDファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

old_rowid 変換する ROWID。

conversion_type 内部または外部 - 戻される ROWIDの形式。

rowid_convert_internal /external_convert_external
（戻される ROWIDが ROWIDタイプの列に格納されるか、または文
字列に格納されるかによります）。

注意注意注意注意 : 次の例に示すように、このファンクションを SQL文のWHERE句
で使用できます。
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構文構文構文構文
DBMS_ROWID.ROWID_VERIFY (
   rowid_in        IN ROWID,
   schema_name     IN VARCHAR2,
   object_name     IN VARCHAR2,
   conversion_type IN INTEGER
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma RESTRICT_REFERENCES(rowid_verify,WNDS,WNPS,RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
ROWID_TO_EXTENDEDファンクションの例にあるスキーマを考慮しながら、次の文を使用
すると、無効な ROWIDを変換前に検索できます。これにより、無効を事前に修正できます。

SELECT ROWID, rowid_col 
FROM SCOTT.RIDS
WHERE dbms_rowid.rowid_verify(rowid_col, NULL, NULL, 0) =1;

表表表表 42-12  ROWID_VERIFYファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rowid_in 検証する ROWID。

schema_name 表が含まれるスキーマの名前。

object_name 表名。

conversion_type rowid_convert_internal /external_convert_external
（old_rowid が ROWIDタイプの列に格納されていたか、または
文字列に格納されていたかによります）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 59章「UTL_RAW」、第 60章「UTL_REF」
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DBMS_SESSION

このパッケージは、PL/SQLから SQL ALTER SESSION文と SET ROLE文へのアクセスおよ
び他のセッション情報へのアクセスを提供します。このパッケージを使用すると、作業環境
とセキュリティ・レベルを設定できます。
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サブプログラムの要約
要件要件要件要件
このパッケージは、パッケージ所有者 SYSではなく、コール・ユーザーの権限で実行されま
す。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 43-1  DBMS_SESSION のサブプログラムのサブプログラムのサブプログラムのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

SET_ROLEプロシージャ
（43-3 ページ）

ロールを設定します。

SET_SQL_TRACEプロシージャ
（43-3 ページ）

トレースをオンまたはオフにします。

SET_NLSプロシージャ
（43-4 ページ）

各国語サポート（NLS）を設定します。

CLOSE_DATABASE_LINKプロシージャ
（43-4 ページ）

データベース・リンクをクローズします。

RESET_PACKAGEプロシージャ
（43-5 ページ）

セッション内のすべてのパッケージのインスタンス化の
解除をします。

UNIQUE_SESSION_IDファンクション
（43-6 ページ）

データベースに現在接続しているすべてのセッションに
対して一意の識別子を戻します。

IS_ROLE_ENABLEDファンクション
（43-7 ページ）

指定のロールがセッションで使用可能かどうかを判別し
ます。

IS_SESSION_ALIVE ファンクション
（43-7 ページ）

指定されたセッションが有効かどうかを判別します。

SET_CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORSプ
ロシージャ（43-8 ページ）

close_cached_open_cursors をオンまたはオフにし
ます。

FREE_UNUSED_USER_MEMORYプロシー
ジャ（43-8 ページ）

大量のメモリーが必要な操作を実行した後で未使用のメ
モリーを再要求できます。

SET_CONTEXTプロシージャ
（43-11 ページ）

コンテキスト属性の値を設定または再設定します。

LIST_CONTEXTプロシージャ
（43-11 ページ）

現行セッションについて、アクティブな名前領域とコン
テキストのリストを戻します。

SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUPプ
ロシージャ（43-12 ページ）

ユーザーの現行セッションについて、現行リソース・コ
ンシューマ・グループの変更を容易にします。
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SET_ROLEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ロールを使用可能または使用禁止にします。このプロシージャは、
SET ROLE SQL文と同じです。

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.SET_ROLE (
   role_cmd VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

SET_SQL_TRACEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、トレースをオンまたはオフにします。このプロシージャは、次の SQL
文と同じです。

ALTER SESSION SET SQL_TRACE ...

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE (
   sql_trace boolean);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 43-2  SET_ROLE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

role_cmd このテキストは "set role"に追加され、SQLとして実行されます。

表表表表 43-3  SET_SQL_TRACE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sql_trace TRUEはトレースをオンにし、FALSEはトレースをオフに
します。
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SET_NLSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、各国語サポート（NLS）を設定します。このプロシージャは、次の
SQL文と同じです。 

ALTER SESSION SET <nls_parameter> = <value>

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.SET_NLS (
   param VARCHAR2, 
   value VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CLOSE_DATABASE_LINKプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、オープンしているデータベース・リンクをクローズします。このプロ
シージャは、次の SQL文と同じです。

ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK <name>

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.CLOSE_DATABASE_LINK (
   dblink VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 43-4  SET_NLS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

param NLSパラメータ。このパラメータ名は、'NLS'で開始する必要があり
ます。

value パラメータ値。

パラメータがテキスト・リテラルの場合は、埋込みの一重引用符が必
要です。たとえば、次のように指定します。"set_nls ('nls_date_
format ','''DD-MON-YY''')"

表表表表 43-5  CLOSE_DATABASE_LINK プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

dblink クローズするデータベース・リンク名。
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RESET_PACKAGEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、このセッションのすべてのパッケージのインスタンス化の解除をしま
す。このプロシージャは、すべてのパッケージ状態を解放します。

実行状態をキャッシュするために使用するメモリーは、セッションで実行された PL/SQL
ファンクション、プロシージャおよびパッケージに関連付けられています。

パッケージに関して、このメモリーのコレクションはパッケージ変数の現行値を保持し、各
PL/SQLプログラムがオープンしたカーソルのキャッシュを制御します。RESET_PACKAGE
へのコールは、以前実行した各 PL/SQLプログラムに関連付けられていたメモリーをセッ
ションから解放します。したがって、グローバルなパッケージの現行値は消去され、キャッ
シュされたカーソルがクローズします。 

RESET_PACKAGEは、セッションで失敗したプログラムを確実に再起動するためにも使用で
きます。パッケージ変数を含んだプログラムが失敗すると、どの変数を初期化し直す必要が
あるかを判別することは困難です。RESET_PACKAGEは、すべてのパッケージ変数が初期値
に再設定されることを保証します。 

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。 

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
すべての実行 PL/SQLが消費するメモリーは大量になるため、RESET_PACKAGEを使用し
て、データベース・アプリケーション内のある時点でセッション・メモリー・フットプリン
トを削減できます。ただし、パッケージ変数値の再設定がアプリケーションに影響を与えな
いことを確認してください。また、キャッシュしたメモリーとカーソルのないプログラムを
後で実行すると、解放されたメモリーとカーソルを再作成する必要があるため、実行速度が
遅くなることに留意してください。 

RESET_PACKAGEは、メモリー、カーソルおよびパッケージ変数をコール直後に解放しませ
ん。
 

たとえば、PL/SQLプロシージャ P1が PL/SQLプロシージャ P2をコールし、P2が
RESET_PACKAGEをコールしたとします。プロシージャ P1の実行が完了するまで
（PL/SQLコールが終了するまで）、RESET_PACKAGEの処理は行われません。 

注意注意注意注意 : RESET_PACKAGEは、起動した PL/SQLコールの実行が完了した
後でのみ、メモリー、カーソルおよびパッケージ変数を解放します。 
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例例例例
SQL*Plusスクリプトは、グローバル変数を使用する場合もしない場合もある多数の
PL/SQLプログラム・ユニットを伴った大きいプログラムを実行します。ただし、実行後は
グローバル変数は必要ありません。

EXCECUTE large_plsql_program1; 
 
キャッシュされた PL/SQLセッション・メモリーを解放します。 

EXECUTE DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE; 
 
別の大きいプログラムを実行します。 

EXECUTE large_plsql_program2; 

UNIQUE_SESSION_IDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、データベースに現在接続しているすべてのセッションに対して一意
の識別子を戻します。同じセッション中にこのファンクションを複数回コールしても、常に
同じ結果が戻されます。

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.UNIQUE_SESSION_ID 
  RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(unique_session_id,WNDS,RNDS,WNPS);

戻り値戻り値戻り値戻り値

表表表表 43-6  UNIQUE_SESSION_IDファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

unique_session_id 最大 24バイトまで戻します。
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IS_ROLE_ENABLEDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のロールがこのセッションで使用可能かどうかを判別します。

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.IS_ROLE_ENABLED (
   rolename VARCHAR2) 
  RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

IS_SESSION_ALIVEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定されたセッションが有効かどうかを判別します。

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.IS_SESSION_ALIVE (
   uniqueid VARCHAR2) 
  RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 43-7  IS_ROLE_ENABLED ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rolename ロール名。

表表表表 43-8  IS_ROLE_ENABLED ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

is_role_enabled ロールが使用可能かどうかによって TRUEまたは FALSE。

表表表表 43-9  IS_SESSION_ALIVE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

uniqueid セッションの一意の ID。これは、UNIQUE_SESSION_IDで戻される
IDと同じです。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

SET_CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、close_cached_open_cursors をオンまたはオフにします。このプ
ロシージャは、次の SQL文と同じです。

ALTER SESSION SET CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORS ...

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.SET_CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORS (
   close_cursors BOOLEAN);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

FREE_UNUSED_USER_MEMORYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、大量のメモリー（100Kを超えるメモリー）が必要な操作の実行後、
未使用のメモリーを再要求します。 

大量のメモリーを使用する操作の例を次に示します。

■ sort_area_size 全部を使用し、sort_area_size が数百 Kバイトになる大規模な
ソート処理。

■ 大規模な PL/SQLパッケージ、プロシージャまたはファンクションのコンパイル処理。

■ PL/SQL索引表内にある数百 Kバイトのデータを格納する処理。

V$SESSTATまたは V$STATNAMEの固定ビューにある統計情報 "session uga memory"と
"session pga memory"を追跡調査して、ユーザー・メモリーをモニターできます。これらの
統計情報のモニターでは、このプロシージャが解放したメモリー量も表示されます。

表表表表 43-10  IS_SESSION_ALIVE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

is_session_alive セッションが有効かどうかによって TRUEまたは FALSE。

表表表表 43-11  SET_CLOSE_CACHED_OPEN_CURSORS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

close_cursors TRUEまたは FALSE。
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_SESSION.FREE_UNUSED_USER_MEMORY;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値
このプロシージャの動作は、クライアントのかわりに稼動しているサーバーの構成によって
決まります。 

■ 専用サーバー専用サーバー専用サーバー専用サーバー :使用されていない PGAメモリーとセッション・メモリーをオペレーティ
ング・システムに戻します。セッション・メモリーは、この構成内の PGAから割り当
てられます。

■ MTSサーバーサーバーサーバーサーバー :使用されていないセッション・メモリーを shared_pool に戻します。
セッション・メモリーは、この構成内の shared_pool から割り当てられます。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このプロシージャを使用してメモリーを解放するためには、そのメモリーが使用中でないこ
とが必要です。 

ある操作でメモリーを割り当てた後は、同じタイプの操作でのみ、割り当てられたメモリー
を再使用できます。たとえば、ソート用にメモリーが割り当てられ、ソート完了後にそのメ
モリーが使用されなくなると、そのソート用に割り当てられたメモリーは別のソートでのみ
再使用できます。ソートとコンパイルについては、操作の完了後にメモリーが使用されなく
なると、ユーザーはこのプロシージャをコールして、この未使用メモリーを解放できます。 

索引表にはメモリーが暗黙的に割り当てられ、その索引表の要素に割り当てられた値が格納
されます。したがって、索引表内の要素が多いほど、RDBMSは多くのメモリーを索引表に
割り当てます。索引表に要素がある間は、索引表に関連するメモリーは使用中になります。 

索引表の有効範囲によって、メモリーの使用期間が決まります。グローバルに宣言された索
引表は、パッケージまたはパッケージ本体で宣言された索引表です。これらの索引表には、
セッション・メモリーからメモリーが割り当てられます。グローバルに宣言された索引表に
ついて、メモリーは、ユーザーのログイン中（ユーザーのセッションの間）は使用中のまま
となり、Oracleから切断した後に解放されます。

ローカルで宣言された索引表は、ファンクション、プロシージャまたは無名ブロック内で宣
言された索引表です。このような索引表には、PGAメモリーからメモリーが割り当てられ
ます。ローカルで宣言された索引表について、索引表が宣言されているプロシージャ、ファ

注意注意注意注意 : このプロシージャは、メモリーが非常に不足している場合のみ使
用してください。頻繁に使用せず、慎重に使用してください。 
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ンクションまたは無名ブロックをユーザーが実行している間は、メモリーは使用中になりま
す。プロシージャ、ファンクションまたは無名ブロックの実行が終了すると、そのメモリー
は他のローカル宣言の索引表で使用可能になります（つまり、メモリーは使用中ではなくな
ります）。

初期化されていない空の索引表を既存の索引表に割り当てることは、索引表とその索引表に
関連付けられたメモリーを明示的に再初期化するための 1つの方法です。この操作を行う
と、索引表に関連付けられているメモリーは使用中ではなくなり、このプロシージャをコー
ルして解放できます。この方法は、グローバルに宣言した索引表がユーザー・セッションの
期間中に大きくなる可能性があり、ユーザーが索引表の内容を必要としない場合は、特に役
立ちます。 

索引表の有効範囲に関連するメモリー・ルールは適用されたままです。しかし、この方法と
プロシージャによって、ユーザーが介入して、索引表に関連付けられているメモリーを明示
的に解放できます。 

例例例例
次の PL/SQLは、この方法と FREE_UNUSED_USER_MEMORYプロシージャの使用方法を示
します。

CREATE PACKAGE foobar
   type number_idx_tbl is table of number indexed by binary_integer;

   store1_table  number_idx_tbl;     --  PL/SQL indexed table
   store2_table  number_idx_tbl;     --  PL/SQL indexed table
   store3_table  number_idx_tbl;     --  PL/SQL indexed table
   ...
END;            --  end of foobar

DECLARE
   ...
   empty_table   number_idx_tbl;     --  uninitialized ("empty") version
BEGIN
   FOR i in 1..1000000 loop
     store1_table(i) := i;           --  load data
   END LOOP;
   ...
   store1_table := empty_table;      --  "truncate" the indexed table
   ... 
   -
   dbms_session.free_unused_user_memory;  -- give memory back to system

   store1_table(1) := 100;           --  index tables still declared;
   store2_table(2) := 200;           --  but truncated.
   ...
END;
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SET_CONTEXTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、コンテキスト属性の値を設定または再設定します。 

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.SET_CONTEXT (
   namespace VARCHAR2, 
   attribute VARCHAR2, 
   value     VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このファンクションのコール側は、CREATE CONTEXT文を介してコンテキスト名前領域に関
連付けられたプロシージャの呼出しスタックに存在している必要があります。呼出しスタッ
クのチェックは、データベース管理システムの境界を越えません。 

名前領域に設定できる属性の数に制限はありません。属性値は、ユーザーが再設定するまで
ユーザー・セッションの間そのまま残ります。

LIST_CONTEXTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行セッションに関するアクティブな名前領域とコンテキストのリス
トを戻します。 

構文構文構文構文
TYPE AppCtxRecTyp IS RECORD ( 
   namespace VARCHAR2(30), 
   attribute VARCHAR2(30),
   value     VARCHAR2(256)); 

TYPE AppCtxTabTyp IS TABLE OF AppCtxRecTyp INDEX BY BINARY_INTEGER; 

DBMS_SESSION.LIST_CONTEXT ( 

表表表表 43-12  SET_CONTEXTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

namespace アプリケーションのコンテキストで使用する名前領域の名前（最大 30
バイト）。

attribute 設定する属性の名前（最大 30バイト）。

value 設定する値（最大 256バイト）。
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   list OUT AppCtxTabTyp, 
   size OUT NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
リスト内のコンテキスト情報は、<namespace > <attribute > <value >の順に表示されま
す。list は表タイプの変数なので、そのサイズは戻されるリストのサイズに合わせて動的
に調整されます。

SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザーの現行セッションでの現行リソース・コンシューマ・グルー
プを変更します。

ある特定のグループに対してスイッチ権限がある場合は、コンシューマ・グループを切り替
えることができます。コール側が別のプロシージャの場合、ユーザーは、そのプロシージャ
の所有者がスイッチ権限を持っているコンシューマ・グループに切り替えることができま
す。 

構文構文構文構文
DBMS_SESSION.switch_current_consumer_group (
   new_consumer_group     IN  VARCHAR2, 
   old_consumer_group     OUT VARCHAR2, 
   initial_group_on_error IN  BOOLEAN); 

表表表表 43-13  LIST_CONTEXT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

list 現行セッション内のアプリケーション・コンテキスト設定リストを格
納するバッファ。

表表表表 43-14  LIST_CONTEXT プロシージャの戻り値プロシージャの戻り値プロシージャの戻り値プロシージャの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

list 現行セッションにある設定（名前領域、属性、値）リスト。

size 戻されたバッファ内のエントリ数を戻します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
このプロシージャは、old_consumer_group パラメータにある、ユーザーの古いコン
シューマ・グループを出力します。 

例外例外例外例外

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
プロシージャの所有者には、ユーザーを古いコンシューマ・グループに再切替えするため
に、ユーザーの古いグループ（old_consumer_group ）に対する権限が必要です。ただ 1
つの例外で、このプロシージャでは、ユーザーを初期のコンシューマ・グループにいつでも
切り替えることができます（権限チェックはスキップ）。 

initial_group_on_error を TRUEに設定すると、SWITCH_CURRENT_CONSUMER_
GROUPプロシージャは、new_consumer_group が指定したグループに現行セッションを設
定できない場合、そのセッションをデフォルト・グループに設定します。現行のコンシュー
マ・グループが初期のコンシューマ・グループに変更されていても、new_consumer_
group へのセッションの移動に関連するエラーは発生します。 

表表表表 43-15  SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

new_consumer_group 切り替える先のコンシューマ・グループの名前。

old_consumer_group 切り替える元のコンシューマ・グループの名前。

initial_group_on_error TRUEの場合は、エラー発生時にコール側の現行コンシューマ・
グループが初期コンシューマ・グループとして設定されます。

注意注意注意注意 : old_consumer_group で戻された値を使用して、古いコン
シューマ・グループに後で切り替えることができます。

表表表表 43-16  SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUPプロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

29368 コンシューマ・グループが存在しません。

1031 権限が不十分です。

29396 OTHER_GROUPSコンシューマ・グループに切り替えることができ
ません。
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例例例例
CREATE OR REPLACE PROCEDURE high_priority_task is 
   old_group varchar2(30); 
   prev_group varchar2(30); 
   curr_user varchar2(30);  
BEGIN 
  -- switch invoker to privileged consumer group. If we fail to do so, an 
  -- error will be thrown, but the consumer group will not change 
  -- because 'initial_group_on_error' is set to FALSE 
 
  dbms_session.switch_current_consumer_group('tkrogrp1', old_group, FALSE); 
  -- set up exception handler (in the event of an error, we do not want to 
  -- return to caller while leaving the session still in the privileged 
  -- group) 
 
  BEGIN 
    -- perform some operations while under privileged group 
 
  EXCEPTION 
    WHEN OTHERS THEN 
     -- It is possible that the procedure owner does not have privileges 
     -- on old_group. 'initial_group_on_error' is set to TRUE to make sure 
     -- that the user is moved out of the privileged group in such a 
     -- situation 
 
     dbms_session.switch_current_consumer_group(old_group,prev_group,TRUE); 
     RAISE; 
    END; 
 
  -- we've succeeded. Now switch to old_group, or if cannot do so, switch 
  -- to caller's initial consumer group 
 
  dbms_session.switch_current_consumer_group(old_group,prev_group,TRUE); 
END high_priority_task; 
/  
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44

DBMS_SHARED_POOL

DBMS_SHARED_POOLは、共有プールへのアクセスを提供します。この共有プールは、カー
ソルと PL/SQLオブジェクトが格納されている共有メモリー領域です。DBMS_SHARED_
POOLによって、共有プール内のオブジェクト・サイズを表示したり、メモリーの断片化を
減らすためにオブジェクトを保存または非保存としてマークすることができます。
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サブプログラムの要約
インストレーション時の注意インストレーション時の注意インストレーション時の注意インストレーション時の注意
DBMS_SHARED_POOLを作成するには、DBMSPOOL.SQLスクリプトを実行します。
PRVTPOOL.PLBスクリプトは、DBMSPOOL.SQLの実行後に自動的に実行されます。これらの
スクリプトは、CATPROC.SQLでは実行されません。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
ここで提供されるプロシージャは、大規模な PL/SQLオブジェクトのロード時に役立ちま
す。大規模な PL/SQLオブジェクトのロード時には、大量の小規模オブジェクトを共有プー
ルから期限切れとして削除して空き領域を用意する必要があるため（メモリー断片化のた
め）、ユーザーの応答時間に影響を与えます。場合によっては、大規模なオブジェクトを
ロードするためのメモリが不足している場合があります。

DBMS_SHARED_POOLは、頻繁に実行するトリガーに対しても有効です。コンパイルしたト
リガーを共有プールで頻繁に使用する表に保管できます。さらに、DBMS_SHARED_POOLは
順序もサポートします。順序番号は、順序が期限切れで共有プールから削除されると失われ
ます。DBMS_SHARED_POOLは、共有プールに順序を保存し、順序番号の損失を防止するの
に役立ちます。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

SIZESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、shared_pool にあるオブジェクトが指定したサイズより大きいオブ
ジェクトを表示します。オブジェクト名を指定すると、後の KEEPまたは UNKEEPいずれか
のコールへの引数として使用できます。 

表表表表 44-1  DBMS_SHARED_POOL パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

SIZESプロシージャ
（44-2 ページ）

共有プールにあるオブジェクトで、指定サイズより大きいオ
ブジェクトを表示します。

KEEPプロシージャ
（44-3 ページ）

共有プールにオブジェクトを保存します。

UNKEEPプロシージャ
（44-5 ページ）

指定オブジェクトを解放します。

ABORTED_REQUEST_THRESHOLDプ
ロシージャ（44-5 ページ）

共有プールについて、異常終了を要求するしきい値を設定し
ます。
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構文構文構文構文
DBMS_SHARED_POOL.SIZES ( 
   minsize NUMBER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このプロシージャの使用前に、SQL*DBAまたは SQL*PLUS 'SET  SERVEROUTPUT ON SIZE  
XXXXX' コマンドを発行すると、結果が表示されます。

KEEPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、共有プールにオブジェクトを保存します。オブジェクトが一度共有
プールに保存されると、期間切れ削除の対象となりません。このプロシージャは、比較的頻
繁に使用する大規模なオブジェクトに対して有効です。これは、大規模なオブジェクトが共
有プールに移動されるときは、連続した十分な大きさの領域を作成するために、（移動され
るオブジェクトのサイズよりはるかに大きい）他の大量のオブジェクトを期間切れで削除す
る必要があるためです。

構文構文構文構文
DBMS_SHARED_POOL.KEEP (
   name VARCHAR2, 
   flag CHAR      DEFAULT 'P');

表表表表 44-2  SIZESプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

minsize オブジェクトを表示するために、共有プール内で占有する必要が
あるサイズ（単位は Kバイト）。

注意注意注意注意 : このプロシージャは、自動メカニズムが将来インプリメントされ
て不要になった場合は、サポートされなくなる可能性があります。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
指定したオブジェクトが見つからない場合は、例外が発生します。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
オブジェクトは 2種類あります。 

■ 名前で指定する PL/SQLオブジェクト、トリガー、順序およびタイプ。

■ 2つの番号（共有プール内の位置を示す）で指定する SQLカーソル・オブジェクト。 

次に例を示します。 

DBMS_SHARED_POOL.KEEP('scott.hispackage') 

この例では、SCOTTが所有するパッケージ HISPACKAGEを保存します。PL/SQLオブジェ
クトの名前は、オブジェクト命名の SQLルールに従っています（つまり、区切られた名前
やマルチバイトの名前などが可能です）。カーソルは、DBMS_SHARED_

表表表表 44-3  KEEP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

name 保存するオブジェクトの名前。 

この識別子は、アドレスと、v$sqlarea ビューの hash_value
列を連結した値です。これは、SIZES プロシージャで表示されま
す。 

現在、TABLEと VIEWオブジェクトは保存できません。

flag （オプション）このパラメータを指定しないと、パッケージは、最
初のパラメータをパッケージ、プロシージャまたはファンクショ
ンの名前とみなして名前を解決します。 

入力内容がパッケージ、プロシージャまたはファンクションの名
前であることを完全に指定するには、'P'または 'p'を設定します。 

入力内容がタイプ名であることを指定するには、'T'または 't'を設
定します。

入力内容がトリガー名であることを指定するには、'R'または 'r'を
設定します。 

入力内容が順序名であることを指定するには、'Q'または 'q'を設
定します。

最初の引数がカーソル・アドレスとハッシュ値の場合、パラメー
タには、'P'か 'p'、'Q'か 'q'、'R'か 'r'、'T'か 't'を除く任意の文字
を指定する必要があります。
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POOL.KEEP('0034CDFF, 20348871 ')によって保存できます。最初の 8文字は 16進数の完全
なアドレスである必要があります。

UNKEEPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のオブジェクトを解放します。

構文構文構文構文
DBMS_SHARED_POOL.UNKEEP (
   name VARCHAR2, 
   flag CHAR     DEFAULT 'P');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
指定されたオブジェクトが見つからない場合は、例外が発生します。

ABORTED_REQUEST_THRESHOLDプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、共有プールについて、異常終了を要求するしきい値を設定します。

構文構文構文構文
DBMS_SHARED_POOL.ABORTED_REQUEST_THRESHOLD (
   threshold_size NUMBER);

注意注意注意注意 : このプロシージャは、自動メカニズムが将来インプリメントされ
て不要になった場合は、サポートされなくなる可能性があります。

表表表表 44-4  UNKEEP プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

name 保存しないオブジェクトの名前。「KEEPプロシージャ」の name
パラメータの説明を参照してください。

flag 「KEEPプロシージャ」の flag パラメータの説明を参照してくだ
さい。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
しきい値が有効な範囲内にない場合は、例外が発生します。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
通常、要求が空きリストで満たされない場合、RDBMSは、LRUリストからオブジェクトを
解放して要求を満たすことができるかを定期的にチェックし、メモリーを再要求しようとし
ます。このステップの完了後、RDBMSは、'ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL'とほぼ
同等の内容を実行します。 

これは、システム上のすべてのユーザーに影響を与えるため、このプロシージャは、その影
響を thresh_hold サイズを超える共有メモリーの断片検索に失敗した処理にローカライズ
します。このユーザーは、LRUリストを検索しなくても、'メモリー不足 'エラーとなりま
す。

表表表表 44-5  ABORTED_REQUEST_THRESHOLD プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

threshold_size 共有プール内で確保解除されたメモリー（解放されたメモリーで
はない）を解放しないための要求サイズ（単位はバイト）。
threshold_size の範囲は 5000～ 2GBまでです。   
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DBMS_SNAPSHOT

DBMS_SNAPSHOTによって、同じリフレッシュ・グループおよびパージ・ログの一部ではな
いスナップショットをリフレッシュできます。 

注意注意注意注意 : DBMS_MVIEWは、DBMS_SNAPSHOTのシノニムです。このシノニ
ムは、データ・ウェアハウスで今後使用する場合があります。
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

BEGIN_TABLE_REORGANIZATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、リフレッシュに必要なスナップショット・データを保存するプロセス
を実行します。このプロシージャは、マスター表の再編成前にコールする必要があります。 

表表表表 45-1  DBMS_SNAPSHOT パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

BEGIN_TABLE_REORGANIZATIONプ
ロシージャ（45-2 ページ）

リフレッシュに必要なスナップショット・データを保存する
プロセスを実行します。

END_TABLE_REORGANIZATIONプロ
シージャ（45-3 ページ）

マスター表のスナップショット・データが有効であり、マス
ター表が適切な状態であることを確認します。

I_AM_A_REFRESHファンクション
（45-3 ページ）

I_AM_REFRESHパッケージの状態の値を戻します。

PURGE_DIRECT_LOAD_LOGプロシー
ジャ（45-4 ページ）

スナップショットで行が不要になると、ダイレクト・ロー
ダー・ログからその行を削除します（データ・ウェアハウス
で使用）。

PURGE_LOGプロシージャ
（45-4 ページ）

スナップショット・ログから行をパージします。

PURGE_SNAPSHOT_FROM_LOGプロ
シージャ（45-5 ページ）

スナップショット・ログから行をパージします。

REFRESHプロシージャ
（45-7 ページ）

スナップショットのリストをリフレッシュします。

REFRESH_ALL_MVIEWSプロシー
ジャ（45-9 ページ）

依存元表への最新の大量ロードのためにリフレッシュされな
かったスナップショットをすべてリフレッシュします。

REFRESH_DEPENDENTプロシージャ
（45-10 ページ）

指定の元表または元表のリストに依存する表ベースのスナッ
プショットをすべてリフレッシュします。 

REGISTER_SNAPSHOTプロシージャ
（45-12 ページ）

個々のスナップショットの管理を可能にします。 

UNREGISTER_SNAPSHOTプロシー
ジャ（45-13 ページ）

個々のスナップショットの管理を可能にします。マスター・
サイトで起動して、スナップショットを登録解除します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「レプリケート環境
の管理」を参照してください。
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構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.BEGIN_TABLE_REORGANIZATION (
   tabowner    IN   VARCHAR2,
   tabname     IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

END_TABLE_REORGANIZATIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、マスター表の再編成後にコールする必要があります。マスター表のス
ナップショット・データが有効であり、マスター表が適切な状態であることを確認します。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.END_TABLE_REORGANIZATION (
   tabowner    IN   VARCHAR2,
   tabname     IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

I_AM_A_REFRESHファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、I_AM_REFRESHパッケージの状態の値を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.I_AM_A_REFRESH 
  RETURN BOOLEAN;

表表表表 45-2  BEGIN_TABLE_REORGANIZATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tabowner 再編成する表の所有者。

tabname 再編成する表の名前。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i レプリケーション・ガイド』の「レプリケート環境
の管理」を参照してください。

表表表表 45-3  END_TABLE_REORGANIZATION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tabowner 再編成する表の所有者。

tabname 再編成する表の名前。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値
戻り値が TRUEの場合は、各レプリケーション・トリガーが最初にこの状態をチェックする
ため、このセッションではスナップショットのすべてのローカル・レプリケーション・トリ
ガーが完全に使用禁止になります。戻り値が FALSEの場合は、そのトリガーを使用できま
す。 

PURGE_DIRECT_LOAD_LOGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、既知のスナップショット（マテリアライズド・ビュー）でエントリが
不要になると、ダイレクト・ローダー・ログからそのエントリを削除します。このプロシー
ジャは通常、Oracleのデータ・ウェアハウス・テクノロジを使用する環境で使用されます。 

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.PURGE_DIRECT_LOAD_LOG;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

PURGE_LOGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・ログから行を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.PURGE_LOG (
   master        IN   VARCHAR2,
   num           IN   BINARY_INTEGER := 1,
   flag          IN   VARCHAR2       := 'NOP');

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle8i チューニング』を参照してください。 
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

PURGE_SNAPSHOT_FROM_LOGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショット・リフレッシュに関連したデータ・ディクショナリ
表にある行を削除するためにマスター・サイトでコールされます。この表は snapshot_id
または snapowner 、snapname および snapsite の組合せで識別される指定スナップ
ショットについて、マスター・サイトでメンテナンスされている表です。指定したスナップ
ショットが、任意のマスター表からリフレッシュされた最も古いスナップショットの場合
は、そのスナップショット・ログも削除されます。このプロシージャは、スナップショット
の登録解除は行いません。

スナップショット・ログの 1つを削除している間にエラーが発生した場合、それ以前に正常
終了したスナップショット・ログの削除処理はロールバックされません。これは、スナップ
ショット・ログのサイズを最小限にするためです。このプロシージャは、エラーが発生した
場合でも、すべてのスナップショット・ログが削除されるまで再起動できます。

表表表表 45-4  PURGE_LOG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

master マスター表の名前。

num スナップショット・ログから行を削除したいスナップショットの中
で、リフレッシュ日付が最も古いスナップショットの数。たとえば、
次の文は、リフレッシュ日付が最も古い 2つのスナップショットをリ
フレッシュするために必要な行を削除します。

dbms_snapshot.purge_log('master_table', 2);

スナップショット・ログにあるすべての行を削除するには、次の例の
ように、削除するスナップショットについて大きい数を指定します。

dbms_snapshot.purge_log('master_table',9999);

この文は、MASTER_TABLEに基づくスナップショット数が 9999未満
の場合、MASTER_TABLEに対応しているスナップショット・ログを
完全に削除します。行がスナップショット・ログからすでに削除され
ている単純なスナップショットは、次回リフレッシュ時に完全にリフ
レッシュする必要があります。

flag スナップショット・ログから最低 1つのスナップショットの行が削除
されることを保証する場合は、DELETEを指定します。この引数は、
引数 numの設定を上書きできます。たとえば、次の文は、スナップ
ショット・ログに従属行が実際にあり、リフレッシュ日付が最も古い
スナップショットから行を削除します。

dbms_snapshot.purge_log('master_table',1,'DELETE');
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構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.PURGE_SNAPSHOT_FROM_LOG (
   snapshot_id   IN   BINARY_INTEGER  |
   snapowner     IN   VARCHAR2,
   snapname      IN   VARCHAR2, 
   snapsite      IN   VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 45-5  PURGE_SNAPSHOT_FROM_LOG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

snapshot_id このプロシージャをターゲット・スナップショットの IDに基づいて
実行する場合は、snapshot_id パラメータでスナップショット ID
を指定します。スナップショット IDのリストに関しては、スナップ
ショット・サイトで DBA_SNAPSHOT_LOGSビューを問い合せます。

登録済みスナップショットのリスト（DBA_REGISTERED_
SNAPSHOTS）にターゲット・スナップショットがない場合は、ス
ナップショット IDに基づいてこのプロシージャを実行すると便利で
す。

スナップショット IDを指定する場合は、snapowner 、snapname ま
たは snapsite パラメータに値を指定しないでください。

snapowner snapshot_id を指定しない場合は、snapowner パラメータでター
ゲット・スナップショットの所有者を入力します。スナップショッ
ト・ログ・サイトで DBA_REGISTERED_SNAPSHOTSビューを問い合
せて、スナップショットの所有者を表示します。

snapname snapshot_id を指定しない場合は、snapname パラメータでター
ゲット・スナップショット名を入力します。スナップショット・ロ
グ・サイトで DBA_REGISTERED_SNAPSHOTSビューを問い合せて、
スナップショット名を表示します。

snapsite snapshot_id を指定しない場合は、snapsite パラメータでター
ゲット・スナップショットのサイトを入力します。スナップショッ
ト・ログ・サイトで DBA_REGISTERED_SNAPSHOTSビューを問い合
せて、スナップショットのサイトを表示します。
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サブプログラムの要約
REFRESHプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スナップショットのリストをリフレッシュします。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.REFRESH (
   { list                 IN     VARCHAR2,
   | tab                  IN OUT DBMS_UTILITY.UNCL_ARRAY,}
   method                 IN     VARCHAR2       := NULL,
   rollback_seg           IN     VARCHAR2       := NULL,
   push_deferred_rpc      IN     BOOLEAN        := TRUE,
   refresh_after_errors   IN     BOOLEAN        := FALSE,
   purge_option           IN     BINARY_INTEGER := 1,
   parallelism            IN     BINARY_INTEGER := 0,
   heap_size              IN     BINARY_INTEGER := 0,
   atomic_refresh         IN     BOOLEAN        := TRUE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 45-6  REFRESHプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

list
tab

リフレッシュするスナップショットのカンマで区切られたリスト。
（シノニムはサポートされていません）。スナップショットは、異なる
スキーマに配置したり、異なるマスター表を持つことができますが、
リストされているすべてのスナップショットは、ローカル・データ
ベースに存在している必要があります。他の方法として、DBMS_
UTILITY .UNCL_ARRAY型の PL/SQL表を渡すことができます。この
ときの各要素がスナップショット名です。

method リストされているスナップショットのリフレッシュ方法を示す文字
列。 `F'または `f 'は高速リフレッシュ、`?'は強制リフレッシュ、`C'
または `c 'は完全リフレッシュ、`A'または `a'は常にリフレッシュを
示します。スナップショットに対応するリフレッシュ方法がない場合
（つまり、リフレッシュ方法より多くのスナップショットが指定され
た場合）、そのスナップショットはデフォルトのリフレッシュ方法に
従ってリフレッシュされます。たとえば、SQL*Plus内で次の
EXECUTE文を実行します。

dbms_snapshot.refresh
   ('s_emp,s_dept,scott.s_salary','CF');

この文は、S_EMPスナップショットの完全リフレッシュ、S_DEPTス
ナップショットの高速リフレッシュ、および SCOTT.S_SALARYス
ナップショットのデフォルト・リフレッシュを実行します。

rollback_seg スナップショットのリフレッシュ中に使用する、スナップショット・
サイトのロールバック・セグメント名。
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push_deferred_rpc 更新可能なスナップショットでのみ使用します。スナップショットの
リフレッシュ前に、スナップショットから関連マスターに変更を送信
する場合は、このパラメータを TRUEに設定します。そうでない場合
は、変更が一時的に失われたように表示される場合があります。

refresh_after_errors このパラメータが TRUEの場合は、スナップショットのマスター表の
DEFERRORビューに未解決の競合が記録されていても、更新可能なス
ナップショットのリフレッシュを続行します。このパラメータが
TRUEで、atomic_refresh が FALSEの場合、このプロシージャ
は、スナップショットのリフレッシュに失敗しても他のスナップ
ショットのリフレッシュを続行します。

purge_option パラレル伝播メカニズムを使用する場合（つまり、並列性に 1以上を
設定）、次のように指定します。0 = パージなし、1 = レイジー・パー
ジ（デフォルト）、2 = アグレッシブ・パージ。ほとんどの場合、レイ
ジー・パージが最適な設定です。複数のマスター・レプリケーショ
ン・グループが別々のターゲット・サイトに送信され、1つ以上のレ
プリケーション・グループへの更新や送信がまれな場合は、アグレッ
シブ・パージに設定してキューを減らします。すべてのレプリケー
ション・グループへの更新と送信がまれな場合は、パージなしに設定
し、キューを減らすために時々アグレッシブ・パージに設定して
PUSHを実行してください。

parallelism 0 = シリアル伝播、n > 0 = n個のパラレル・サーバー・プロセスを使
用したパラレル伝播、1 = 1つのパラレル・サーバー・プロセスのみ
を使用したパラレル伝播。

heap_size パラレル伝播スケジューリングで同時に検査されるトランザクション
の最大数。最適なパフォーマンスのためのデフォルト設定は Oracle
が自動的に計算します。オラクル社カスタマ・サポートから指示がな
い限り、このパラメータは設定しないでください。

atomic_refresh このパラメータを TRUEに設定すると、スナップショットのリストは
単一のトランザクションでリフレッシュされます。リフレッシュされ
たすべてのスナップショットは、同時に更新されます。スナップ
ショットのいずれかでリフレッシュに失敗すると、すべてのスナップ
ショットが更新されません。

このパラメータを FALSEに設定すると、各スナップショットは個別
のトランザクションでリフレッシュされます。このパラメータが
FALSEの場合、ジョブ・キュー・プロセスの数は 1以上に設定する必
要があります。

FALSEの場合で、サマリー管理オプションが導入されていないと、エ
ラーが発生します。

表表表表 45-6  REFRESHプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
REFRESH_ALL_MVIEWSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次のプロパティを持つすべてのスナップショット（マテリアライズ
ド・ビュー）をリフレッシュします。

■ スナップショットが、依存している元表への最後の変更以降リフレッシュされていない
場合。

■ スナップショットとそれが依存しているすべての元表がローカルな場合。

■ スナップショットが DBA_MVIEW_ANALYSISビューにある場合。

これは、データ・ウェアハウスで使用するためのプロシージャです。 

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.REFRESH_ALL_MVIEWS (
   number_of_failures     OUT   BINARY_INTEGER,
   method                 IN    VARCHAR2         := NULL,
   rollback_seg           IN    VARCHAR2         := NULL,
   refresh_after_errors   IN    BOOLEAN          := FALSE,
   atomic_refresh         IN    BOOLEAN          := TRUE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 45-7  REFRESH_ALL_MVIEWS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

number_of_failures 処理中に発生した失敗の件数を戻します。

method 各スナップショットに対して実行するリフレッシュのタイプを示す単
一のリフレッシュ方法。`F'または `f 'は高速リフレッシュ、`?'は強
制リフレッシュ、`C'または `c 'は完了リフレッシュ、`A'または `a'は
常にリフレッシュを示します。方法が指定されない場合、スナップ
ショットはデフォルトのリフレッシュ方法に従ってリフレッシュされ
ます。

rollback_seg スナップショットのリフレッシュ中に使用する、スナップショット・
サイトのロールバック・セグメント名。

refresh_after_errors このパラメータに TRUEを設定すると、スナップショットのマスター
表の DEFERRORビューに未解決の競合が記録されていても、更新可
能なスナップショットのリフレッシュは続行します。このパラメータ
が TRUEで、atomic_refresh が FALSEの場合、このプロシージャ
は、スナップショットのリフレッシュに失敗しても他のスナップ
ショットのリフレッシュを続行します。
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REFRESH_DEPENDENTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次のプロパティを持つすべてのスナップショット（マテリアライズ
ド・ビュー）をリフレッシュします。

■ スナップショットが指定の元表のリストにある元表に依存している場合。

■ スナップショットが、依存している元表への最後の変更以降リフレッシュされていない
場合。

■ スナップショットとそれが依存しているすべての元表がローカルな場合。

■ スナップショットが DBA_MVIEW_ANALYSISビューにある場合。

これは、データ・ウェアハウスで使用するためのプロシージャです。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.REFRESH_DEPENDENT (
   number_of_failures     OUT    BINARY_INTEGER,
   { list                 IN     VARCHAR2,
   | tab                  IN OUT DBMS_UTILITY.UNCL_ARRAY,}
   method                 IN     VARCHAR2    := NULL,
   rollback_seg           IN     VARCHAR2    := NULL,
   refresh_after_errors   IN     BOOLEAN     := FALSE,
   atomic_refresh         IN     BOOLEAN     := TRUE);

atomic_refresh このパラメータを TRUEに設定すると、リフレッシュされたスナップ
ショットが単一のトランザクションでリフレッシュされます。リフ
レッシュされたすべてのスナップショットは、同時に更新されます。
スナップショットのいずれかでリフレッシュに失敗すると、すべての
スナップショットが更新されません。

このパラメータを FALSEに設定すると、リフレッシュされた各ス
ナップショットが個別のトランザクションでリフレッシュされます。
このパラメータが FALSEの場合、ジョブ・キュー・プロセスの数は 1
以上に設定する必要があります。

FALSEの場合で、サマリー管理オプションが導入されていないと、エ
ラーが発生します。

表表表表 45-7  REFRESH_ALL_MVIEWS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 45-8  REFRESH_DEPENDENTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

number_of_failures 処理中に発生した失敗の件数を戻します。

list
tab

スナップショットが依存できる元表のカンマで区切られたリスト。
（シノニムはサポートされていません）。これらの表とそれらに依存す
るスナップショットは、別々のスキーマに配置できます。ただし、す
べての表とスナップショットは、ユーザーのローカル・データベース
に存在している必要があります。他の方法として、DBMS_
UTILITY .UNCL_ARRAY型の PL/SQL表を渡すことができます。この
ときの各要素は表の名前です。

method リフレッシュ方法の文字列で、依存しているスナップショットのリフ
レッシュ方法を示します。特定の表に依存しているすべてのスナップ
ショットは、その表に関連付けられたリフレッシュ方法に従ってリフ
レッシュされます。`F'または `f 'は高速リフレッシュ、`?'は強制リ
フレッシュ、`C'または `c 'は完了リフレッシュ、`A'または `a'は常に
リフレッシュを示します。表に対応するリフレッシュ方法がない場合
（つまり、リフレッシュ方法より多くの表が指定された場合）、その表
に依存するスナップショットはデフォルトのリフレッシュ方法に従っ
てリフレッシュされますたとえば、SQL*Plus内の次の EXECUTE文を
実行します。

dbms_snapshot.refresh_dependent
   ('emp,dept,scott.salary','CF');

この文は、EMP表に依存するスナップショットの完全リフレッシュ、
DEPT表に依存するスナップショットの高速リフレッシュ、
SCOTT.SALARY表に依存するスナップショットのデフォルト・リフ
レッシュを実行します。

rollback_seg スナップショットのリフレッシュ中に使用する、スナップショット・
サイトのロールバック・セグメント名。

refresh_after_errors このパラメータを TRUEに設定すると、スナップショットのマスター
表の DEFERRORビューに未解決の競合が記録されていても、更新可
能なスナップショットのリフレッシュは続行します。このパラメータ
が TRUEで、atomic_refresh が FALSEの場合、このプロシージャ
は、スナップショットのリフレッシュに失敗しても他のスナップ
ショットのリフレッシュを続行します。
DBMS_SNAPSHOT 45-11



サブプログラムの要約
REGISTER_SNAPSHOTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、個々のスナップショットの管理を可能にします。 

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.REGISTER_SNAPSHOT (
   snapowner   IN   VARCHAR2,
   snapname    IN   VARCHAR2,
   snapsite    IN   VARCHAR2,
   snapshot_id IN   DATE | BINARY_INTEGER,
   flag        IN   BINARY_INTEGER,
   qry_txt     IN   VARCHAR2,
   rep_type    IN   BINARY_INTEGER := DBMS_SNAPSHOT.REG_UNKNOWN);

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

atomic_refresh このパラメータを TRUEに設定すると、リフレッシュされたスナップ
ショットが単一のトランザクションでリフレッシュされます。リフ
レッシュされたすべてのスナップショットは、同時に更新されます。
スナップショットのいずれかでリフレッシュに失敗すると、すべての
スナップショットが更新されません。

このパラメータを FALSEに設定すると、リフレッシュされた各ス
ナップショットが個別のトランザクションでリフレッシュされます。
このパラメータが FALSEの場合、ジョブ・キュー・プロセスの数は 1
以上に設定する必要があります。

FALSEの場合で、サマリー管理オプションが導入されていないと、エ
ラーが発生します。

注意注意注意注意 : このプロシージャはオーバーロードされています。snapshot_id
パラメータと flag パラメータは、両方同時には指定できません。

表表表表 45-9  REGISTER_SNAPSHOT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

sowner スナップショットの所有者。

snapname スナップショット名。

snapsite Oracle8以降のマスター・サイトでスナップショットを登録ためのス
ナップショット・サイト名。 このパラメータに二重引用符を含めるこ
とはできません。

表表表表 45-8  REFRESH_DEPENDENTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このプロシージャはマスター・サイトで実行され、リモート・プロシージャ・コールによっ
て実行できます。REGISTER_SNAPSHOTが同一の SNAPOWNER、SNAPNAMEおよび
SNAPSITEで繰り返しコールされる場合は、SNAPSHOT_ID、FLAGおよび QUERY_TXTの最
新の値が格納されます。問合せが VARCHAR2の最大サイズを超える場合は、最初の 32000文
字が QUERY_TXTに格納され、残りは切り捨てられます。手動で起動するときは、プロシー
ジャをコールするユーザーが、SNAPSHOT_IDと FLAGの値をスナップショット・ビューで
調べる必要があります。

スナップショットの問合せをマスター・サイトで登録しない場合は、オプションを FALSE
に設定して SET_REGISTER_QUERY_TEXTプロシージャをコールします。最新のオプション
設定を調べるためには、DDLの発行前に、スナップショット・サイトで GET_REG_QUERY_
TEXT_FLAGファンクションをコールします。

UNREGISTER_SNAPSHOTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、個々のスナップショットの管理を可能にします。マスター・サイトで
起動して、スナップショットを登録解除します。

構文構文構文構文
DBMS_SNAPSHOT.UNREGISTER_SNAPSHOT (
   snapowner      IN   VARCHAR2,
   snapname       IN   VARCHAR2,
   snapsite       IN   VARCHAR2);

snapshot_id スナップショットの識別番号。Oracle8のスナップショットは
BINARY_INTEGERとして指定します。Oracle8以降のマスター・サ
イトで登録する Oracle7のスナップショットは、DATEとして指定し
ます。

flag PL/SQLパッケージ変数で、後続の作成または移動コマンドが問合せ
テキストに登録されているかどうかを示します。

query_txt 問合せの最初の 32,000バイト。

rep_type スナップショットのバージョン。代入可能な有効定数には、reg_
uknown（デフォルト）、reg_v7_group 、reg_v8_group および
reg_repapi_group が含まれています。

表表表表 45-9  REGISTER_SNAPSHOT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 45-10  UNREGISTER_SNAPSHOT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

snapowner スナップショットの所有者。

snapname スナップショット名。

snapsite スナップショット・サイト名。
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DBMS_SPACE

DBMS_SPACEパッケージによって、セグメントの成長と領域要件を分析できます。
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サブプログラムの要約
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
このパッケージの実行には、SYS権限が必要です。

要件要件要件要件
実行権限は、PUBLICに付与されます。このパッケージのサブプログラムは、コール側のセ
キュリティ下で実行されます。ユーザーには、オブジェクトに関する ANALYZE権限が必要
です。 

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

UNUSED_SPACEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、オブジェクト（表、索引またはクラスタ）にある未使用領域に関する
情報を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE.UNUSED_SPACE (
   segment_owner              IN  VARCHAR2, 
   segment_name               IN  VARCHAR2,
   segment_type               IN  VARCHAR2,
   total_blocks               OUT NUMBER,
   total_bytes                OUT NUMBER,
   unused_blocks              OUT NUMBER,
   unused_bytes               OUT NUMBER,
   last_used_extent_file_id   OUT NUMBER,
   last_used_extent_block_id  OUT NUMBER,
   last_used_block            OUT NUMBER, 
   partition_name             IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 46-1   DBMS_SPACE パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

UNUSED_SPACEプロシージャ
（46-2 ページ）

オブジェクト（表、索引またはクラスタ）にある未使用領域に
関する情報を戻します。

FREE_BLOCKSプロシージャ
（46-3 ページ）

オブジェクト（表、索引またはクラスタ）にある空きブロック
に関する情報を戻します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

FREE_BLOCKSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、オブジェクト（表、索引またはクラスタ）にある空きブロックに関す
る情報を戻します。

表表表表 46-2  UNUSED_SPACE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

segment_owner 分析するセグメントのスキーマ名。

segment_name 分析するセグメントのセグメント名。

segment_type 分析するセグメントのタイプは、次の中から選択します。

TABLE 
TABLE PARTITION 
TABLE SUBPARTITION 
INDEX 
INDEX PARTITION 
INDEX SUBPARTITION 
CLUSTER 
LOB 

total_blocks セグメント内のブロック合計数を戻します。

total_bytes セグメント内のブロック合計数をバイト単位で戻します。

unused_blocks 未使用のブロック数を戻します。

unused_bytes 未使用のブロック数をバイト単位で戻します。

last_used_extent_ file_
id

データを含んだ最新エクステントのファイル IDを戻します。

last_used_extent_ block_
id

データを含んだ最新エクステントのブロック IDを戻します。

last_used_block データを含んだエクステント内の最終ブロックを戻します。

partition_name 分析するセグメントのパーティション名。 

これは、パーティション表についてのみ使用します。サブパー
ティションの名前は、パーティションの構成時に使用します。
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構文構文構文構文
DBMS_SPACE.FREE_BLOCKS (
   segment_owner     IN  VARCHAR2, 
   segment_name      IN  VARCHAR2,
   segment_type      IN  VARCHAR2,
   freelist_group_id IN  NUMBER,
   free_blks         OUT NUMBER,
   scan_limit        IN  NUMBER DEFAULT NULL,
   partition_name    IN  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(free_blocks,WNDS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 46-3  FREE_BLOCKS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

segment_owner 分析するセグメントのスキーマ名。

segment_name 分析するセグメントのセグメント名。

segment_type 分析するセグメントのタイプは、次の中から選択します。

TABLE 
TABLE PARTITION 
TABLE SUBPARTITION 
INDEX 
INDEX PARTITION 
INDEX SUBPARTITION 
CLUSTER 
LOB 

freelist_group_id 空きリスト・サイズが計算される空きリスト・グループ（インス
タンス）。

free_blks 指定されたグループに関する空きブロック数を戻します。

scan_limit 読み込む空きリストのブロックの最大数（オプション）。

空きリストに X個のブロックがある場合は、X個の走査制限を使
用します。

partition_name 分析するセグメントのパーティション名。

これは、パーティション表についてのみ使用します。サブパー
ティションの名前は、パーティションの構成時に使用します。
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例例例例

例例例例 1
次の例では、必要なバインド変数を宣言してから実行します。

DBMS_SPACE.UNUSED_SPACE('SCOTT', 'EMP', 'TABLE', :total_blocks, 
   :total_bytes,:unused_blocks, :unused_bytes, :lastextf,  
   :last_extb, :lastusedblock); 

これにより、SCOTTスキーマの EMP表に、バインド変数に関する未使用領域の情報が入り
ます。 

例例例例 2
次の例では、4つの空きリスト・グループを持つ SCOTTスキーマにある CLUSクラスタが使
用されます。そして、CLUSの空きリスト・グループ 3にあるブロック数が戻されます。

DBMS_SPACE.FREE_BLOCKS('SCOTT', 'CLUS', 'CLUSTER', 3, :free_blocks); 

注意注意注意注意 : scan_limit が正の数でない場合は、エラーが発生します。
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DBMS_SPACE_ADMIN

DBMS_SPACE_ADMINパッケージは、ローカル管理の表領域に対する機能を提供します。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
このパッケージは、SYS権限で実行されるため、このパッケージを実行する権限を持つユー
ザーは、ビットマップも操作できます。

定数定数定数定数

SEGMENT_VERIFY_EXTENTS セグメントが所有する領域の使用状況がビットマップに適切に
反映されていることを検証します。

SEGMENT_VERIFY_EXTENTS_
GLOBAL

セグメントが所有する領域の使用状況がビットマップに適切に
反映されており、この領域が他のセグメントから要求されてい
ないことを検証します。

SEGMENT_MARK_CORRUPT 一時セグメントを破損としてマークします。これにより、ディ
クショナリからの排除が容易になります（領域の再生なし）。

SEGMENT_MARK_VALID 破損した一時セグメントを有効としてマークします。これは、
セグメントのエクステント・マップまたは他の場所での破損が
解決され、セグメントが正常に削除できる場合に便利です。

SEGMENT_DUMP_EXTENT_MAP指定のセグメントのエクステント・マップをダンプします。

TABLESPACE_VERIFY_BITMAP 表領域のビットマップを、その表領域内のセグメントのエクス
テント・マップを使用して検証し、すべてが一致していること
を検証します。

TABLESPACE_EXTENT_MAKE_
FREE

この範囲（エクステント）の領域をビットマップ上で空き領域
にします。

TABLESPACE_EXTENT_MAKE_
USED

この範囲（エクステント）の領域をビットマップ上で使用領域
にします。
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

SEGMENT_VERIFYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、セグメントのエクステント・マップがビットマップと一致しているこ
とを検証します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_VERIFY (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   header_relative_file    IN    POSITIVE,
   header_block            IN    POSITIVE,
   verify_option           IN    POSITIVE  DEFAULT SEGMENT_VERIFY_EXTENTS);

表表表表 47-1  DBMS_SPACE_ADMIN パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

SEGMENT_VERIFYプロシージャ
（47-3 ページ）

セグメントのエクステント・マップの一貫性を検証しま
す。

SEGMENT_CORRUPTプロシージャ
（47-4 ページ）

セグメントを破損または有効としてマークし、適切なエ
ラーの回復を可能にします。

SEGMENT_DROP_CORRUPTプロシージャ
（47-5 ページ）

現在破損としてマークされているセグメントを削除します
（領域の再生なし）。

SEGMENT_DUMPプロシージャ
（47-6 ページ）

指定セグメントのセグメント・ヘッダーとエクステント・
マップをダンプします。

TABLESPACE_VERIFYプロシージャ
（47-7 ページ）

表領域内のセグメントについて、ビットマップとエクステ
ント・マップが同期していることを検証します。

TABLESPACE_FIX_BITMAPSプロシー
ジャ（47-7 ページ）

適切な DBA範囲（エクステント）を、ビットマップ上で
空きまたは使用領域としてマークします。

TABLESPACE_REBUILD_BITMAPSプロ
シージャ（47-8 ページ）

適切なビットマップを再作成します。

TABLESPACE_REBUILD_QUOTASプロ
シージャ（47-9 ページ）

指定の表領域について割当て制限を再作成します。

TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCALプ
ロシージャ（47-10 ページ）

ローカル管理の表領域を、ディクショナリ管理の表領域に
移行します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
すべての DBA範囲で誤った領域表現として検出された異常は、DBA範囲、ビットマップ・
ブロック、ビットマップ・ブロック範囲、異常情報としてトレース・ファイルに出力されま
す。レポートされる問題の種類は、空きとみなされない空き領域、空きとみなされた使用領
域、および複数のセグメントで使用中とみなされた同一領域です。

例例例例
次の例では、相対ファイル番号 4、ブロック番号 33のセグメント・ヘッダーをもつセグメン
トで、エクステント・マップとビットマップが同期していることを検証します。

SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_VERIFY(’USERS’, 4, 33, 1); 

SEGMENT_CORRUPTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、セグメントを破損または有効としてマークし、適切なエラーの回復を
可能にします。 

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_CORRUPT (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   header_relative_file    IN    POSITIVE,
   header_block            IN    POSITIVE,
   corrupt_option          IN    POSITIVE  DEFAULT SEGMENT_MARK_CORRUPT);

表表表表 47-2  SEGMENT_VERIFYプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name セグメントが常駐している表領域の名前。

header_relative_file セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号。

header_block セグメント・ヘッダーのブロック番号。

verify_option チェックの種類 : SEGMENT_VERIFY_EXTENTSまたは SEGMENT_
VERIFY_EXTENTS_GLOBAL。

注意注意注意注意 : DBMS_SPACE_ADMINパッケージのすべての例では、SCOTT.EMP
を含んだ表領域 USERSが使用されます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次の例では、セグメントを破損としてマークします。

SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_CORRUPT(’USERS’, 4, 33, 3); 

次の例では、破損のセグメントを有効としてマークします。

SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_CORRUPT(’USERS’, 4, 33, 4); 

SEGMENT_DROP_CORRUPTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現在破損としてマークされているセグメントを削除します（領域の再
生なし）。これを実行するには、セグメントは一時的としてマークされている必要がありま
す。破損のセグメントを一時的としてマークするには、セグメントで DROPコマンドを発行
します。 

セグメントのための領域は解放されないので、TABLESPACE_FIX_BITMAPSまたは
TABLESPACE_REBUILD_BITMAPSプロシージャを使用して調整する必要があります。これ
については、この章で後述します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_DROP_CORRUPT (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   header_relative_file    IN    POSITIVE,
   header_block            IN    POSITIVE);

表表表表 47-3  SEGMENT_CORRUPTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name セグメントが常駐している表領域の名前。

header_relative_file セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号。

header_block セグメント・ヘッダーのブロック番号。

corrupt_option SEGMENT_MARK_CORRUPT（デフォルト）または SEGMENT_
MARK_VALID。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_DROP_CORRUPT(’USERS’, 4, 33); 

SEGMENT_DUMPプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のセグメントのセグメント・ヘッダーとエクステント・マップの
ブロックをダンプします。 

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_DUMP (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   header_relative_file    IN    POSITIVE,
   header_block            IN    POSITIVE,
   dump_option             IN    POSITIVE  DEFAULT SEGMENT_DUMP_EXTENT_MAP);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_DUMP(’USERS’, 4, 33); 

表表表表 47-4  SEGMENT_DROP_CORRUPTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name セグメントが常駐している表領域の名前。

header_relative_file セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号。

header_block セグメント・ヘッダーのブロック番号。

表表表表 47-5  SEGMENT_DUMPプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name セグメントが常駐している表領域名。

header_relative_file セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号。

header_block セグメント・ヘッダーのブロック番号。

dump_option SEGMENT_DUMP_EXTENT_MAP
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TABLESPACE_VERIFYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表領域内のセグメントについて、ビットマップとエクステント・マッ
プが同期していることを検証します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_VERIFY (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   verify_option           IN    POSITIVE DEFAULT TABLESPACE_VERIFY_BITMAP);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_VERIFY(’USERS’); 

TABLESPACE_FIX_BITMAPSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、適切な DBA範囲（エクステント）を、ビットマップ上で空きまたは
使用領域としてマークします。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_FIX_BITMAPS (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   dbarange_relative_file  IN    POSITIVE,
   dbarange_begin_block    IN    POSITIVE,
   dbarange_end_block      IN    POSITIVE,
   fix_option              IN    POSITIVE);

表表表表 47-6  TABLESPACE_VERIFY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name 表領域名。

verify_option TABLESPACE_VERIFY_BITMAP
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次の例では、相対ファイル番号 4の、ブロック番号 33からブロック番号 83までの 50ブ
ロックを、ビットマップ内 USEDとしてビットをマークします。

SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_FIX_BITMAPS(’USERS’, 4, 33, 83, 7); 

または、オプションに 8を指定して、ビットマップ内のビットを FREEとしてマークしま
す。BEGINと ENDブロックは、エクステント境界内にあり、エクステントの倍数である必
要があります。そうでない場合は、エラーが発生します。 

TABLESPACE_REBUILD_BITMAPSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、適切なビットマップを再作成します。ビットマップ・ブロックの
DBAが指定されていない場合は、指定の表領域のすべてのビットマップが再作成されます。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_REBUILD_BITMAPS (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2,
   bitmap_relative_file    IN    POSITIVE   DEFAULT NULL,
   bitmap_block            IN    POSITIVE   DEFAULT NULL);

表表表表 47-7  TABLESPACE_FIX_BITMAPS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name 表領域の名前。

dbarange_relative_file DBA範囲（エクステント）の相対ファイル番号。

dbarange_begin_block エクステントの開始ブロック番号。

dbarange_end_block エクステントの終了ブロック番号。

fix_option TABLESPACE_EXTENT_MAKE_FREEまたは TABLESPACE_
EXTENT_MAKE_USED。
47-8 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次の例では、USERS表領域にあるすべてのファイルについて、ビットマップを再作成しま
す。

SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_REBUILD_BITMAPS(’USERS’); 

TABLESPACE_REBUILD_QUOTASプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定の表領域に関する割当て制限を再作成します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_REBUILD_QUOTAS (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_REBUILD_QUOTAS(’USERS’); 

表表表表 47-8  TABLESPACE_REBUILD_BITMAPS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name 表領域名。

bitmap_relative_file 再作成するビットマップ・ブロックの相対ファイル番号。

bitmap_block 再作成するビットマップ・ブロックのブロック番号。

注意注意注意注意 : 現在は、すべてのファイルの再作成のみサポートされています。 

表表表表 47-9  TABLESPACE_REBUILD_QUOTAS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name 表領域の名前。
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TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCALプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ローカル管理の表領域をディクショナリ管理の表領域に移行します。

構文構文構文構文
DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCAL (
   tablespace_name         IN    VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
表領域はオンラインで保持し、移行中に読取り書込みを行う必要があります。 

テンポラリ表領域の移行と SYSTEM表領域の移行はサポートされていません。 

例例例例
SQLPLUS > EXECUTE DBMS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCAL(’USERS’); 

例例例例
1. TABLESPACE_VERIFYで、一部のセグメントにビットマップ内空き領域としてマーク

された割当てブロックがあるが、セグメント間オーバーラップについてはレポートされ
ていないことが検出されました。この場合は、次のアクションをお薦めします。

■ SEGMENT_EXTENT_MAP_DUMPプロシージャをコールして、このセグメントに割り
当てられている DBA範囲をダンプします。

■ 各範囲について、TABLESPACE_MAKE_USEDオプションを指定した TABLESPACE_
FIX_BITMAPS をコールして、その領域を使用領域としてマークします。

■ TABLESPACE_REBUILD_QUOTASをコールして、割当て制限を修正します。

2. ビットマップ内空き領域とマークされたセグメント・ブロックの一部があるため、セグ
メントを削除できません。このセグメントは破損として自動的にマークされています。
この場合は、次の処理を行います。

表表表表 47-10  TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCAL プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tablespace_name 表領域の名前。

注意注意注意注意 : SYSTEM表領域の移行は、将来サポートされる予定です。
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■ SEGMENT_CHECK_ALLオプションを指定した SEGMENT_VERIFYプロシージャを
コールします。オーバーラップがレポートされていない場合は、次の処理を行いま
す。

* SEGMENT_EXTENT_MAP_DUMPプロシージャをコールして、セグメントに割り
当てられている DBA範囲をダンプします。

* 各範囲について、TABLESPACE_MAKE_FREEオプションを指定した
TABLESPACE_FIX_BITMAPSをコールして、その領域を空き領域としてマー
クします。

* SEGMENT_DROP_CORRUPTをコールして、SEG$エントリを削除します。

* TABLESPACE_REBUILD_QUOTASをコールして、割当て制限を修正します。

3. TABLESPACE_VERIFYで、オーバーラップがレポートされました。この場合、以前の
内部エラーに基づいて、実データの一部を破棄する必要が生じる場合があります。破棄
するオブジェクトに表 T1を選択してから、次の処理を行います。

■ T1がオーバーラップしているすべてのオブジェクトのリストを作成します。

■ SQLを使用して、T1を削除します。必要に応じて、SEGMENT_DROP_CORRUPTを
後に続けます。

■ T1がオーバーラップしていたすべてのオブジェクトについて、SEGMENT_VERIFY
をコールします。必要に応じて、TABLESPACE_FIX_BITMAPSをコールして、適
切なビットマップ・ブロックを使用領域としてマークします。

■ TABLESPACE_VERIFYを再実行します。

4. ビットマップ・ブロックの 1セットがメディア破損です。次の処理を行います。

■ すべてのビットマップ・ブロックについて、または 1つのブロックのみが破損して
いる場合、単一のブロックについて、TABLESPACE_REBUILD_BITMAPSをコール
します。

■ TABLESPACE_REBUILD_QUOTASをコールして、割当て制限を再作成します。

■ TABLESPACE_VERIFYをコールして、ビットマップが一貫しているかどうかを
チェックします。
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DBMS_SQL

Oracleによって、ユーザーは動的 SQLを使用するストアド・プロシージャと無名 PL/SQL
ブロックを記述できます。動的 SQL文は、ユーザーのソース・プログラムに埋め込まれて
いません。実行時にプログラムに入力されるか、またはプログラムによって作成されるよう
に、文字列に格納されています。これによって、ユーザーは用途の広いプロシージャを作成
できます。たとえば、この動的 SQLによって、実行時まで名前がわからない表で動作する
プロシージャを作成できます。

また、データ操作言語（DML）文やデータ定義言語（DDL）文はいずれも、DBMS_SQL
パッケージを使用して解析できます。したがって、PL/SQLを使用して DDL文を直接解析
できます。たとえば、DBMS_SQLパッケージが提供する PARSEプロシージャを使用するこ
とによって、ストアド・プロシージャ内から DROP TABLE文の入力を選択できるようになり
ました。 

注意注意注意注意 : Oracle8iは、DBMS_SQLパッケージのかわりにシステム固有の動
的 SQLを導入しています。システム固有の動的 SQLを使用して、動的
SQL文を PL/SQLブロックに直接設定できます。

ほとんどの場合、DBMS_SQLのかわりにシステム固有の動的 SQLを使用
できます。システム固有の動的 SQLは、DBMS_SQLと比べて使用方法が
簡単でパフォーマンスが向上します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : システム固有の動的 SQLの詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・
ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

DBMS_SQLとシステム固有の動的 SQLの比較は、『Oracle8i アプリケー
ション開発者ガイド 基礎編』を参照してください。 
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DBMS_SQLの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
ストアド・プロシージャ内から動的 SQLを使用する機能は一般的に、Oracleコール・イン
タフェース（OCI）の手順に従っています。 

PL/SQLは、Cなどの他の一般的なプログラム言語とは、多少異なります。たとえば、ユー
ザーはアドレス（ポインタとも呼ばれる）を PL/SQLで参照できません。そのため、Oracle
コール・インタフェースと DBMS_SQLパッケージの間には、いくつか相違点があります。相
違点は、次のとおりです。 

■ OCIはアドレスによるバインドを使用するのに対して、DBMS_SQLパッケージは値によ
るバインドを使用します。

■ DBMS_SQLでは、無名ブロックの OUTパラメータの値を検索するには、VARIABLE_
VALUEをコールする必要があります。また、行をフェッチして、行内の列の値を実際に
プログラムに取り出した後で、COLUMN_VALUEをコールする必要があります。

■ 現在のリリースの DBMS_SQLパッケージは、CANCELカーソル・プロシージャを提供し
ていません。

■ NULLは PL/SQL変数の値として完全にサポートされているため、標識変数は不要です。

DBMS_SQLパッケージの使用例は、次のとおりです。このコードは、Oracleコール・インタ
フェースのユーザーにとってはかなり簡潔です。

例例例例
この文のテキストはコンパイル時に判明しているため、この例では、動的 SQLを実際に使
用する必要はありませんが、ここでは、このパッケージの概念をわかりやすく説明します。

DEMOプロシージャは、DEMOの実行時に指定した給与よりも高い給与のすべての従業員を
EMP表から削除します。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE demo(salary IN NUMBER) AS
    cursor_name INTEGER;
    rows_processed INTEGER;
BEGIN
    cursor_name := dbms_sql.open_cursor;
    DBMS_SQL.PARSE(cursor_name, ’DELETE FROM emp WHERE sal > :x’,
                   dbms_sql.native);
    DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(cursor_name, ':x', salary);
    rows_processed := dbms_sql.execute(cursor_name);
    DBMS_SQL.close_cursor(cursor_name);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
    DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cursor_name);

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『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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END;

定数定数定数定数
v6 constant INTEGER     := 0;
native constant INTEGER := 1;
v7 constant INTEGER     := 2;

型型型型
TYPE varchar2s IS TABLE OF VARCHAR2(256) INDEX BY BINARY_INTEGER;
TYPE desc_rec  IS RECORD (
      col_type            BINARY_INTEGER := 0,
      col_max_len         BINARY_INTEGER := 0,
      col_name            VARCHAR2(32)   := '',
      col_name_len        BINARY_INTEGER := 0,
      col_schema_name     VARCHAR2(32)   := '',
      col_schema_name_len BINARY_INTEGER := 0,
      col_precision       BINARY_INTEGER := 0,
      col_scale           BINARY_INTEGER := 0,
      col_charsetid       BINARY_INTEGER := 0,
      col_charsetform     BINARY_INTEGER := 0,
      col_null_ok         BOOLEAN        := TRUE);
TYPE desc_tab IS TABLE OF desc_rec INDEX BY BINARY_INTEGER;

複数の複数の複数の複数の SQL型型型型
type Number_Table   IS TABLE OF NUMBER         INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Varchar2_Table IS TABLE OF VARCHAR2(2000) INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Date_Table     IS TABLE OF DATE           INDEX BY BINARY_INTEGER; 
type Blob_Table     IS TABLE OF BLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Clob_Table     IS TABLE OF CLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Bfile_Table    IS TABLE OF BFILE          INDEX BY BINARY_INTEGER;

例外例外例外例外
inconsistent_type exception;
  pragma exception_init(inconsistent_type, -6562);

この例外は、指定した OUTパラメータ（要求した値を設定するパラメータ）の型がその値の
型と異なる場合に、プロシージャ COLUMN_VALUEまたは VARIABLE_VALUEで発生します。
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実行フロー実行フロー実行フロー実行フロー

OPEN_CURSOR 
SQL文を処理するためには、オープン・カーソルが必要です。OPEN_CURSORファンクショ
ンをコールすると、ユーザーは Oracleが保持している有効なカーソルを表すデータ構造の
カーソル ID 番号を受け取ります。これらのカーソルは、プリコンパイラ、OCI、または
PL/SQLレベルで定義されたカーソルとは異なり、DBMS_SQLパッケージでのみ使用されま
す。

PARSE 
SQL文はすべて、PARSEプロシージャをコールして解析しなければなりません。文を解析
することによって、その文の構文がチェックされ、プログラム内のカーソルに関連付けられ
ます。 

DML文または DDL文はすべて解析できます。DDL文は解析時に実行され、暗黙のコミッ
トを実行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文の解析方法は、『Oracle8i 概要』を参照してください。

注意注意注意注意 : パッケージやプロシージャを削除するために DDL文を解析すると
きに、パッケージ内のプロシージャが使用中の場合はデッドロックが起こ
る可能性があります。プロシージャへのコール後は、実行がユーザー側に
戻されるまで、そのプロシージャは使用中であるとみなされます。このよ
うなデッドロックは、5分後にタイムアウトします。
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図図図図 48-1   DBMS_SQL 実行フロー実行フロー実行フロー実行フロー

open_cursor

PARSE

バインド変数 
を使用?

bind_variable

問合せ?

EXECUTE

PL/SQL
ブロック?

variable_value

close_cursor

no

yes

yes

no

yes

no

define_column

EXECUTE

fetch_rows

column_value

variable_value
DBMS_SQL 48-5



BIND_VARIABLEまたはまたはまたはまたは BIND_ARRAY 
多くの DML文では、プログラム内のデータを Oracleに入力することが必要です。実行時に
提供する入力データを含んでいる SQL文を定義する場合は、SQL文内のプレースホルダを
使用して、データの提供場所にマークを付ける必要があります。

SQL文内の各プレースホルダに対してバインド・プロシージャ（BIND_VARIABLEプロシー
ジャまたは BIND_ARRAYプロシージャ）の 1つをコールして、プログラム内の変数の値
（または配列の値）をプレースホルダに提供する必要があります。SQL文が引き続き実行さ
れると、Oracleは、ユーザーのプログラムが入力変数と出力変数、またはバインド変数に設
定したデータを使用します。

DBMS_SQLは、その都度異なるバインド変数を使用して DML文を繰り返し実行できます。
BIND_ARRAYプロシージャを使用すると、スカラーの集合をバインドでき、それぞれの値は
1回の EXECUTEにつき 1度だけ入力変数として使用されます。これは、OCIがサポートす
る配列インタフェースに類似しています。 

DEFINE_COLUMN、、、、DEFINE_COLUMN_LONGまたはまたはまたはまたは DEFINE_ARRAY
SELECT文内で選択されている行の列は、選択リスト内での相対位置（左から右）によって
識別されます。問合せの場合は、定義プロシージャの 1つ（DEFINE_COLUMN、DEFINE_
COLUMN_LONGまたは DEFINE_ARRAY）をコールして SELECT値を受け入れる変数を指定
する必要があります。これは、INTO句が静的問合せに対して行う方法とほとんど同じです。

DEFINE_COLUMNを使用して LONG列以外の列を定義するのと同様に、DEFINE_COLUMN_
LONGプロシージャを使用して LONG列を定義します。COLUMN_VALUE_LONGを使用して
LONG列からフェッチする前に、DEFINE_COLUMN_LONGをコールする必要があります。

DEFINE_ARRAYプロシージャを使用して、行を単一の SELECT文でフェッチする PL/SQL
コレクションを定義します。DEFINE_ARRAYは、1回のフェッチで複数行をフェッチするイ
ンタフェースを提供します。COLUMN_VALUEプロシージャで行をフェッチする前に、
DEFINE_ARRAYをコールする必要があります。

EXECUTE 
EXECUTEファンクションをコールして、SQL文を実行します。  

FETCH_ROWSまたはまたはまたはまたは EXECUTE_AND_FETCH 
FETCH_ROWSファンクションは、問合せを満たす行を検索します。フェッチが行を検索でき
なくなるまで、連続する各フェッチは別の行を検索します。1回だけの実行に対して
EXECUTEをコールしている場合は、EXECUTEの次に FETCH_ROWSをコールするより、
EXECUTE_AND_FETCHをコールする方が効率的です。

VARIABLE_VALUE、、、、COLUMN_VALUEまたはまたはまたはまたは COLUMN_VALUE_LONG
問合せの場合は、COLUMN_VALUEをコールして、FETCH_ROWSコールで検索する列の値を
判別します。PL/SQLプロシージャへのコールまたは returning 句がある DML文を含ん
48-6 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



だ無名ブロックの場合は、VARIABLE_VALUEをコールして、文の実行時に出力変数に割り
当てられた値を検索します。

LONGデータベース列（サイズは最大 2GBまで可能）の一部だけをフェッチするには、
COLUMN_VALUE_LONGプロシージャを使用します。列値へのオフセット（単位はバイト）
とフェッチするバイト数を指定できます。

CLOSE_CURSOR 
セッションでカーソルが不要な場合は、CLOSE_CURSORをコールしてカーソルをクローズ
します。Oracle Open Gatewayを使用している場合は、これ以外のときにもカーソルのク
ローズが必要になる場合があります。追加情報は、Oracle Open Gatewayの関連マニュアル
を参照してください。 

カーソルをクローズしないと、カーソルが不要になっても、そのカーソルが使用しているメ
モリーは割り当てられたままになります。

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

定義者権限モジュール定義者権限モジュール定義者権限モジュール定義者権限モジュール
定義者権限モジュールは、モジュールの所有者の権限下で実行されます。定義者権限モ
ジュールからコールされた DBMS_SQLサブプログラムは、モジュールで定義されたスキーマ
に関して実行されます。

実行者権限モジュール実行者権限モジュール実行者権限モジュール実行者権限モジュール
実行者権限モジュールは、モジュールの実行者の権限下で実行されます。したがって、実行
者権限モジュールからコールされた DBMS_SQLサブプログラムは、モジュールの実行者の権
限下で実行されます。 

モジュールに current_user に設定された AUTHIDがあると、未修飾の名前は、実行者の
スキーマに関連付けて変換されます。 

例例例例  income は USER1のスキーマにある実行者権限ストアド・プロシージャで、USER2に
は、そのストアド・プロシージャに対する EXECUTE権限が付与されています。 

CREATE PROCEDURE income(amount number) 
   AUTHID current_user IS 
   c number;
   n number;
BEGIN 
   c:= dbms_sql.open_cursor;

注意注意注意注意 : Oracle 8iより前のバージョンでは、すべての PL/SQLストアド・
プロシージャとパッケージが定義者権限モジュールでした。 
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サブプログラムの要約
   dbms_sql.parse(c, 'insert into accts(''income'', :1)', dbms_sql.native);
   dbms_sql.bind_variable(c, '1', amount);
   n := dbms_sql.execute(c);
   dbms_sql.close_cursor(c); 
END; 

USER1が USER1.income をコールする場合は、USER1の権限が使用され、未修飾名の名前
変換が USER1のスキーマに関して行われます。 

USER2が USER1.income をコールする場合は、USER2の権限が使用され、未修飾名の名前
変換（たとえば、accts ）が USER2のスキーマに関して行われます。

無名ブロック無名ブロック無名ブロック無名ブロック
無名 PL/SQLブロックからコールされたすべての DBMS_SQLサブプログラムは、現ユー
ザーの権限を使用して実行されます。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

表表表表 48-1  DBMS_SQL パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

OPEN_CURSORファンクション
（48-9 ページ）

新規カーソルのカーソル番号を戻します。

PARSEプロシージャ
（48-10 ページ）

指定した文を解析します。

BIND_VARIABLEプロシージャ
（48-12 ページ）

指定の値を指定の変数にバインドします。

BIND_ARRAYプロシージャ
（48-12 ページ）

指定の値を指定のコレクションにバインドします。

DEFINE_COLUMNプロシージャ
（48-17 ページ）

指定したカーソルから選択し、SELECT文のみで使用する
列を定義します。

DEFINE_ARRAYプロシージャ
（48-18 ページ）

指定したカーソルから選択し、SELECT文のみで使用する
コレクションを定義します。

DEFINE_COLUMN_LONGプロシージャ
（48-20 ページ）

指定したカーソルから選択し、SELECT文のみで使用する
LONG列を定義します。

EXECUTEファンクション
（48-20 ページ）

指定のカーソルを実行します。
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サブプログラムの要約
OPEN_CURSORファンクションファンクションファンクションファンクション
このプロシージャは、新規のカーソルをオープンします。このカーソルが不要になった場合
は、CLOSE_CURSORをコールして、明示的にクローズする必要があります。

カーソルを使用すると、同じ SQL文を繰り返し実行したり、新規の SQL文を実行すること
ができます。カーソルを再使用すると、対応するカーソル・データ領域の内容が新規 SQL
文の解析時に再設定されるため、再使用の前にクローズして再オープンする必要はありませ
ん。

EXECUTE_AND_FETCHファンクション
（48-21 ページ）

指定のカーソルを実行して、行をフェッチします。

FETCH_ROWSファンクション
（48-21 ページ）

指定のカーソルから行をフェッチします。

COLUMN_VALUEプロシージャ
（48-22 ページ）

カーソルの指定位置にあるカーソル要素の値を戻します。

COLUMN_VALUE_LONGプロシージャ
（48-24 ページ）

DEFINE_COLUMN_LONGで定義した LONG列の選択された
部分を戻します。

VARIABLE_VALUEプロシージャ
（48-25 ページ）

指定のカーソルについて指定の変数の値を戻します。

IS_OPENファンクション
（48-27 ページ）

指定のカーソルがオープンの場合に TRUEを戻します。

DESCRIBE_COLUMNSプロシージャ
（48-28 ページ）

DBMS_SQLを介してオープンして解析されたカーソルの列
を記述します。

CLOSE_CURSORプロシージャ
（48-30 ページ）

指定したカーソルをクローズして、メモリーを解放しま
す。

LAST_ERROR_POSITIONファンクショ
ン（48-31 ページ）

エラーが発生した SQL文テキスト内のバイト・オフセッ
トを戻します。

LAST_ROW_COUNTファンクション
（48-31 ページ）

フェッチされた累積行数を戻します。

LAST_ROW_IDファンクション
（48-32 ページ）

最後に処理された行の ROWIDを戻します。

LAST_SQL_FUNCTION_CODEファンク
ション（48-32 ページ）

文の SQLファンクション・コードを戻します。

表表表表 48-1  DBMS_SQL パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
構文構文構文構文
DBMS_SQL.OPEN_CURSOR 
   RETURN INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(open_cursor,RNDS,WNDS);

戻り値戻り値戻り値戻り値
このファンクションは、新規カーソルのカーソル ID番号を戻します。

PARSEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したカーソル内の指定した文を解析します。すべての文が即時に
解析されます。さらに、DDL文は、解析時にただちに実行されます。 

PARSEプロシージャには、引数として VARCHAR2文を使用するバージョンと VARCHAR2S
（VARCHAR2の表）を使用するバージョンの 2つがあります。

前述の構文を持つ SQL文を解析するためのサイズは、32KBに制限されています。 

構文構文構文構文
DBMS_SQL.PARSE (
   c                  IN INTEGER,
   statement          IN VARCHAR2,
   language_flag      IN INTEGER);

PARSEプロシージャは、大規模な SQL文について次の構文もサポートしています。

注意注意注意注意 : DBMS_SQLを使用してを使用してを使用してを使用してDDL文を動的に実行すると、プログラム文を動的に実行すると、プログラム文を動的に実行すると、プログラム文を動的に実行すると、プログラム
がハングする場合があります。たとえば、パッケージ内のプロシージャをがハングする場合があります。たとえば、パッケージ内のプロシージャをがハングする場合があります。たとえば、パッケージ内のプロシージャをがハングする場合があります。たとえば、パッケージ内のプロシージャを
コールすると、実行がユーザー側に戻るまでそのパッケージがロックされコールすると、実行がユーザー側に戻るまでそのパッケージがロックされコールすると、実行がユーザー側に戻るまでそのパッケージがロックされコールすると、実行がユーザー側に戻るまでそのパッケージがロックされ
ます。最初のロックを解放する前に、動的にパッケージを削除するなど、ます。最初のロックを解放する前に、動的にパッケージを削除するなど、ます。最初のロックを解放する前に、動的にパッケージを削除するなど、ます。最初のロックを解放する前に、動的にパッケージを削除するなど、
ロックの競合を引き起こす操作を行うとプログラムはハングします。ロックの競合を引き起こす操作を行うとプログラムはハングします。ロックの競合を引き起こす操作を行うとプログラムはハングします。ロックの競合を引き起こす操作を行うとプログラムはハングします。 
48-10 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
 

DBMS_SQL.PARSE ( 
   c                  IN INTEGER, 
   statement          IN VARCHAR2S, 
   lb                 IN INTEGER, 
   ub                 IN INTEGER, 
   lfflg              IN BOOLEAN, 
   language_flag      IN INTEGER); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : このプロシージャは、PL/SQL表の文の要素を連結し、その結果
の文字列を解析します。このプロシージャを使用すると、文を分割するこ
とによって、単一の VARCHAR2変数についての制限を超えた長い文を解析
できます。 

表表表表 48-2  PARSE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 文を解析するカーソルの ID番号。

statement 解析する SQL文。

PL/SQL文と異なり、SQL文の終りにはセミコロンを含めないでくださ
い。次に例を示します。

DBMS_SQL.PARSE(cursor1, 'BEGIN proc; END;', 2);
DBMS_SQL.PARSE(cursor1, 'INSERT INTO tab values(1)', 2);

lb 文内の要素の下限。

ub 文内の要素の上限。

lfflg TRUEの場合、連結している各要素の後に改行を挿入します。

language_flag Oracleで SQL文を処理する方法を決定します。次のオプションが認識
されます。

■ V6（または 0）は、バージョン 6の動作を指定します。

■ NATIVE（または 1）は、プログラムの接続先のデータベースに関
する通常の動作を指定します。

■ V7（または 2）は、Oracle7の動作を指定します。
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サブプログラムの要約
大規模な大規模な大規模な大規模な SQL文字列を解析するための文字列を解析するための文字列を解析するための文字列を解析するための VARCHAR2Sデータ型データ型データ型データ型  32KBを超える SQL文を解析す
るために、DBMS_SQLパッケージは、PL/SQL表を使用して文字列の表を PARSEプロシー
ジャに渡します。これらの文字列は連結された後、Oracle Serverに渡されます。 

ローカル変数を VARCHAR2S表項目型として宣言し、次に、PARSEプロシージャを使用する
と、大規模な SQL文を VARCHAR2Sとして解析できます。 

VARCHAR2Sデータ型の定義は、次のとおりです。 

TYPE varchar2s IS TABLE OF VARCHAR2(256) INDEX BY BINARY_INTEGER;

例外例外例外例外
コンパイル警告を持つ DBMS_SQLを使用して、型、プロシージャ、ファンクションまたは
パッケージを作成すると、ORA-24344 例外が発生しますが、プロシージャはそのまま作成
されます。

BIND_VARIABLEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

BIND_ARRAYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
この 2つのプロシージャは、文内の変数の名前に基づいて、カーソル内の指定の変数に指定
の値または値のセットをバインドします。この変数が IN 変数、IN /OUT変数、または IN コ
レクションである場合は、指定したバインド値が、変数タイプまたは配列タイプに対して有
効である必要があります。OUT変数のバインド値は無視されます。

SQL文のバインド変数またはコレクションは、名前によって識別されます。バインド変数ま
たはバインド配列に値をバインドする場合は、次の例に示すように、文中でバインド変数を
識別する文字列の先頭にコロンを付ける必要があります。

SELECT emp_name FROM emp WHERE SAL > :X;

この例では、対応するバインド・コールは次のようになります。

注意注意注意注意 : クライアント側コードは、リモート・パッケージの変数または定
数を参照できないため、定数の値を明示的に使用する必要があります。

たとえば、次のコードは、クライアント側でコンパイルしません。 

DBMS_SQL.PARSE(cur_hdl, stmt_str, dbms_sql.V7); -- uses constant 
dbms_sql.V7

次のコードは、引数が明示的に指定されているので、クライアント側で有
効です。

DBMS_SQL.PARSE(cur_hdl, stmt_str, 2); -- compiles on the client
48-12 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
BIND_VARIABLE(cursor_name, ':X', 3500); 

or

BIND_VARIABLE (cursor_name, 'X', 3500);

構文構文構文構文
DBMS_SQL.BIND_VARIABLE (
   c              IN INTEGER,
   name           IN VARCHAR2,
   value          IN <datatype>); 

<datatype> は、次のいずれかの型である必要があります。

NUMBER
DATE
VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS
BLOB
CLOB CHARACTER SET ANY_CS
BFILE

BIND_VARIABLEは、異なるデータ型を受け入れるために二重定義されていることに注意し
てください。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(bind_variable,WNDS);

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
BIND_VARIABLEでは、次の構文もサポートされています。大カッコ []は、BIND_
VARIABLEファンクションのオプション・パラメータを示します。

DBMS_SQL.BIND_VARIABLE (
   c              IN INTEGER,
   name           IN VARCHAR2,
   value          IN VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS [,out_value_size IN INTEGER]);

CHAR、RAWおよび ROWIDデータをバインドするために、次のバリエーションを構文で使用
できます。 

DBMS_SQL.BIND_VARIABLE_CHAR (
   c              IN INTEGER,
   name           IN VARCHAR2,

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『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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サブプログラムの要約
   value          IN CHAR CHARACTER SET ANY_CS [,out_value_size IN INTEGER]);

DBMS_SQL.BIND_VARIABLE_RAW (
   c              IN INTEGER,
   name           IN VARCHAR2,
   value          IN RAW [,out_value_size IN INTEGER]);

DBMS_SQL.BIND_VARIABLE_ROWID (
   c              IN INTEGER,
   name           IN VARCHAR2,
   value          IN ROWID);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

一括配列バインド一括配列バインド一括配列バインド一括配列バインド
一括選択、挿入、更新および削除は、多くのコールを 1つにまとめることによって、アプリ
ケーションのパフォーマンスを改善できます。DBMS_SQLパッケージによって、ユーザーは
PL/SQL表タイプを使用しながらデータの収集に対する処理を実行できます。 

表項目は、バインドされていない同種のコレクションです。 表項目は、持続記憶領域では他
の関係表に似ており、組込みの配列を持ちません。ただし、表項目が、（問合せまたは持続
データのナビゲーション・アクセスのいずれかによって）作業領域に移されたり、あるいは
PL/SQLの変数またはパラメータの値として作成されると、要素の値を取得して設定するた
めに配列形式の構文で使用できる添え書きが、その表項目の要素に与えられます。 

これらの要素の添え書きは詳細である必要はなく、負数を含むあらゆる数値が使用できま
す。たとえば、表項目には、-10、2および 7の位置だけにある要素を含めることができま
す。 

表表表表 48-3  BIND_VARIABLE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 値をバインドするカーソルの ID番号。

name 文内の変数の名前。

value カーソル内の変数にバインドする値。

IN 変数と IN /OUT変数の場合、この値は、このパラメータで渡される値
の型と同じ型です。

out_value_size VARCHAR2、RAW、CHAR OUTまたは IN /OUT変数の最大予測 OUT値サイ
ズ（単位はバイト）。

サイズの指定がない場合は、現行値の長さが使用されます。このパラ
メータは、value パラメータが初期化されていない場合、指定する必要
があります。
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表項目が一時作業領域から持続記憶領域に移されると、添え書きは格納されません。つま
り、表項目は、持続記憶領域内では順序が付いていません。 

表は、バインド実行時に、PL/SQLバッファからローカルの DBMS_SQLバッファにコピーさ
れ（すべてのスカラー型について同様）、ローカルの DBMS_SQLバッファから操作されます。
したがって、バインド・コール後に表を変更した場合でも、その変更が実行方法に影響を与
えることはありません。

スカラー型とスカラー型とスカラー型とスカラー型と LOBコレクション型コレクション型コレクション型コレクション型
ローカル変数を次のいずれかの表項目型として宣言できます。これらの表項目型は、DBMS_
SQLではパブリック・タイプとして定義されています。 

type Number_Table   IS TABLE OF NUMBER         INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Varchar2_Table IS TABLE OF VARCHAR2(2000) INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Date_Table     IS TABLE OF DATE           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Blob_Table     IS TABLE OF BLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Clob_Table     IS TABLE OF CLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Bfile_Table    IS TABLE OF BFILE          INDEX BY BINARY_INTEGER;

構文構文構文構文
DBMS_SQL.BIND_ARRAY ( 
   c                   IN INTEGER, 
   name                IN VARCHAR2, 
   <table_variable>    IN <datatype> 
 [,index1              IN INTEGER, 
   index2              IN INTEGER)] ); 

<table_variable >とそれに対応する <datatype> は、次のいずれかの組合せになりま
す。

<num_tab>      Number_Table
<vchr2_tab>    Varchar2_Table
<date_tab>     Date_Table
<blob_tab>     Blob_Table
<clob_tab>     Clob_Table
<bfile_tab>    Bfile_Table

BIND_ARRAYプロシージャは、異なるデータ型を受け入れるために二重定義されていること
に注意してください。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
範囲をバインドするためには、範囲を指定する要素（タブ（index1）とタブ（index2））が
表に含まれている必要がありますが、その範囲は詳細でなくても構いません。index1には、
index2以下の値を指定してください。タブ（index1）とタブ（index2）の間にあるすべての
要素がバインドして使用されます。 

バインド・コールで索引を指定しない場合で、かつ文内の 2つの異なるバインドが異なる数
の要素を含んだ表を指定している場合、実際に使用される要素の数は、すべての表の最小値
となります。これは索引を指定する場合にも当てはまります。つまり、すべての表に関する
2つの索引の間では最小範囲が選択されます。 

問合せ内のすべてのバインド変数が、配列バインドである必要はありません。一部は通常の
バインドの場合があり、式の評価などでは、同じ値がコレクションの各要素に使用されま
す。

問合せの処理問合せの処理問合せの処理問合せの処理
動的 SQLを使用して問合せを処理する場合は、次のステップを実行しなければなりません。

1. DEFINE_COLUMN、DEFINE_COLUMN_LONGまたは DEFINE_ARRAYをコールし
て、SELECT 文が戻す値を受け入れる変数を指定します。

2. EXECUTEをコールして、SELECT文を実行します。

3. FETCH_ROWS（または EXECUTE_AND_FETCH）をコールして、問合せに合致した行を
検索します。

4. 問合せに関して FETCH_ROWSコールが検索した列の値を判別するために、COLUMN_
VALUEまたは COLUMN_VALUE_LONGをコールします。PL/SQLプロシージャへのコー

表表表表 48-4  BIND_ARRAY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 値をバインドするカーソルの ID番号。

name 文内のコレクションの名前。

table_variable <datatype >として宣言されたローカル変数。

index1 範囲の下限を示す表要素の索引。

index2 範囲の上限を示す表要素の索引。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  コレクションのバインド方法の例は、「例 3、4および 5: 一括
DML」（48-35ページ）を参照してください。
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ルを含んだ無名ブロックを使用した場合は、VARIABLE_VALUEをコールして、これら
のプロシージャの出力変数に割り当てられた値を検索します。

DEFINE_COLUMNプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のカーソルから選択する列を定義します。このプロシージャが使
用できるのは、SELECTカーソルのみです。 

定義されている列は、指定のカーソル内にある文の SELECTリスト内での相対位置によって
識別されます。COLUMN値の型によって、定義される列の型が決まります。 

構文構文構文構文
DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN (
   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER,
   column         IN <datatype>);

<datatype >は、次のいずれかの型である必要があります。

NUMBER
DATE
BLOB
CLOB CHARACTER SET ANY_CS
BFILE

DEFINE_COLUMNは、異なるデータ型を受け入れるために二重定義されていることに注意し
てください。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(define_column,RNDS,WNDS);

DEFINE_COLUMNプロシージャでは、次の構文もサポートされます。

DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN (
   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER,
   column         IN VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS,
   column_size    IN INTEGER);

CHAR、RAWおよび ROWIDデータを持つ列の定義には、プロシージャ構文で次のバリエー
ションを使用できます。 

DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN_CHAR (

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『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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   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER,
   column         IN CHAR CHARACTER SET ANY_CS,
   column_size    IN INTEGER);

DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN_RAW (
   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER,
   column         IN RAW,
   column_size    IN INTEGER);

DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN_ROWID (
   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER,
   column         IN ROWID); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

DEFINE_ARRAYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、（FETCH_ROWSコールで）行をフェッチする列に対してコレクション
を定義します。このプロシージャによって、ユーザーは単一の SELECT文から、行を一括し
てフェッチできます。1回のフェッチ・コールで、PL/SQLの集計オブジェクトに多数の行
をフェッチできます。 

行をフェッチすると、それらの行は COLUMN_VALUEコールを実行するまで DBMS_SQLバッ
ファにコピーされ、COLUMN_VALUEコールの実行時点で、引数として渡された表にコピー
されます。  

表表表表 48-5  DEFINE_COLUMN プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 選択対象に定義されている行のカーソルの ID番号。

position 定義している行内にある列の相対位置。 

文の最初の列は位置 1です。

column 定義している列の値。 

この値の型によって、定義している列の型が決まります。

column_size VARCHAR2型、CHAR型、および RAW型の列に対する列値の最大予測サ
イズ（単位はバイト）。
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コレクション用のスカラー型とコレクション用のスカラー型とコレクション用のスカラー型とコレクション用のスカラー型と LOB型型型型
ローカル変数を、次のいずれかの表項目型として宣言し、DBMS_SQLを使用して、任意の行
数をその中にフェッチできます。（これらの表項目型は、BIND_ARRAYプロシージャに指定
できる型と同じです）。

type Number_Table   IS TABLE OF NUMBER         INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Varchar2_Table IS TABLE OF VARCHAR2(2000) INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Date_Table     IS TABLE OF DATE           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Blob_Table     IS TABLE OF BLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Clob_Table     IS TABLE OF CLOB           INDEX BY BINARY_INTEGER;
type Bfile_Table    IS TABLE OF BFILE          INDEX BY BINARY_INTEGER;

構文構文構文構文
DBMS_SQL.DEFINE_ARRAY (
   c           IN INTEGER, 
   position    IN INTEGER,
   bf_tab      IN Bfile_Table,
   cnt         IN INTEGER, 
   lower_bound IN INTEGER);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(define_array,RNDS,WNDS);

後続の FETCH_ROWSコールが count行をフェッチします。COLUMN_VALUEがコールされる
と、これらの行は位置 indx、indx+1、indx+2のように配置されます。行が送られてくる間、
ユーザーは FETCH_ROWSコールまたは COLUMN_VALUEコールを継続して発行します。行
は、COLUMN_VALUEコールに引数として指定した表内に蓄積されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

表表表表 48-6  DEFINE_ARRAY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 配列をバインドするカーソルの ID番号。

position 定義している配列内にある列の相対位置。 

文の最初の列は位置 1です。

column このパラメータに渡される値の型は、定義される列の型です。

column_size VARCHAR2列の値の最大予測サイズ（単位はバイト）。
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count にはゼロより大きい整数を指定してください。それ以外の値が指定されると、例外が
発生します。indx は、正の数、負の数またはゼロでも構いません。DEFINE_ARRAYコール
が発行された問合せに、配列バインドを含めることはできません。 

DEFINE_COLUMN_LONGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、SELECTカーソルに対して LONG列を定義します。定義されている列
は、指定のカーソルの文の SELECTリスト内での相対位置によって識別されます。COLUMN
値の型によって、定義されている列の型が決まります。 

構文構文構文構文
DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN_LONG (
   c              IN INTEGER,
   position       IN INTEGER); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

EXECUTEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のカーソルを実行します。このファンクションはカーソルの
ID 番号を受け入れて、処理された行数を戻します。戻り値は、DDL文を含めて、INSERT
文、UPDATE文、および DELETE文に対してのみ有効で、戻り値が未定義の場合は無視され
ます。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.EXECUTE (
   c   IN INTEGER)
  RETURN INTEGER;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コレクションの定義方法の例は、「例 6および 7: 配列の定義」
（48-37ページ）を参照してください。

表表表表 48-7  DEFINE_COLUMN_LONG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 選択対象に定義されている行のカーソルの ID番号。

position 定義している行内にある列の相対位置。 

文の最初の列は位置 1です。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

EXECUTE_AND_FETCHファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のカーソルを実行して行をフェッチします。このファンクショ
ンは、EXECUTEをコールしてから FETCH_ROWSをコールするのと同じ機能を提供します。
ただし、リモート・データベースで使用する場合は、EXECUTE_AND_FETCHをコールした
方がネットワークのラウンドトリップ数を低減できます。

EXECUTE_AND_FETCHファンクションは、実際にフェッチされた行数を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.EXECUTE_AND_FETCH (
   c              IN INTEGER,
   exact          IN BOOLEAN DEFAULT FALSE)
  RETURN INTEGER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(execute_and_fetch,WNDS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

FETCH_ROWSファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のカーソルから行をフェッチします。FETCH_ROWSは、フェッ
チする行が残っている限り、繰り返しコールできます。これらの行はバッファに取り出し、
FETCH_ROWSへの各コール後に、COLUMN_VALUEをコールして各列ごとに読み込む必要が
あります。

表表表表 48-8  EXECUTEファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 実行するカーソルのカーソル ID番号。

表表表表 48-9  EXECUTE_AND_FETCH ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 実行してフェッチするカーソルのカーソル ID番号。

exact 問合せで実際に一致する行数が 1以外の場合は、TRUEに設定すると、
例外が発生します。 

例外が発生しても、行はフェッチされ、使用可能です。
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FETCH_ROWSファンクションは、フェッチするカーソルの ID番号を受け入れて、実際に
フェッチされた行数を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.FETCH_ROWS (
   c              IN INTEGER)
  RETURN INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(fetch_rows,WNDS);

COLUMN_VALUEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したカーソル内の指定の位置にあるカーソル要素の値を戻しま
す。このプロシージャは、FETCH_ROWSをコールしてフェッチしたデータへのアクセスに使
用されます。 

構文構文構文構文
DBMS_SQL.COLUMN_VALUE (
   c                 IN  INTEGER,
   position          IN  INTEGER,
   value             OUT <datatype> 
 [,column_error      OUT NUMBER] 
 [,actual_length     OUT INTEGER]); 

<datatype>は、次のいずれかの型である必要があります。

NUMBER
DATE
VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS
BLOB
CLOB CHARACTER SET ANY_CS
BFILE

表表表表 48-10  FETCH_ROWSファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c ID番号。
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プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(column_value,RNDS,WNDS);

COLUMN_VALUEプロシージャでは、次の構文もサポートされます。

DBMS_SQL.COLUMN_VALUE( 
   c                 IN  INTEGER, 
   position          IN  INTEGER, 
   <table_variable>  IN  <datatype>); 

<table_variable >とそれに対応する <datatype >は、次のいずれかの組合せが可能で
す。

<num_tab>      Number_Table
<vchr2_tab>    Varchar2_Table
<date_tab>     Date_Table
<blob_tab>     Blob_Table
<clob_tab>     Clob_Table
<bfile_tab>    Bfile_Table 

CHAR、RAWおよび ROWIDデータを含んだ列では、次のバリエーションを構文で使用できま
す。 

DBMS_SQL.COLUMN_VALUE_CHAR (
   c               IN  INTEGER,
   position        IN  INTEGER,
   value           OUT CHAR CHARACTER SET ANY_CS
 [,column_error    OUT NUMBER]
 [,actual_length   OUT INTEGER]);
 
DBMS_SQL.COLUMN_VALUE_RAW (
   c               IN  INTEGER,
   position        IN  INTEGER,
   value           OUT RAW
 [,column_error    OUT NUMBER]
 [,actual_length   OUT INTEGER]);

DBMS_SQL.COLUMN_VALUE_ROWID (

注意注意注意注意 : 大カッコ [ ]は、オプション・パラメータを示します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『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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   c               IN  INTEGER,
   position        IN  INTEGER,
   value           OUT ROWID
 [,column_error    OUT NUMBER]
 [,actual_length   OUT INTEGER]);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外 :
指定した OUTパラメータの value が、実際の値の型と異なる場合は、inconsistent_
type （ORA-06562）が発生します。この型は、DEFINE_COLUMNプロシージャをコールし
て列を定義したときに指定した型です。

COLUMN_VALUE_LONGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、LONG列の値の一部を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.COLUMN_VALUE_LONG (
   c            IN  INTEGER, 
   position     IN  INTEGER, 
   length       IN  INTEGER, 
   offset       IN  INTEGER,

表表表表 48-11  COLUMN_VALUE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 値をフェッチするカーソルの ID番号。

position カーソル内の列の相対位置。

文の最初の列は位置 1です。

value 指定した列と行の値を戻します。

指定した行番号がフェッチされた行数の合計より大きい場合は、エラー・
メッセージが発生します。

この出力パラメータの型が、DEFINE_COLUMNへのコールで定義されてい
る値の実際の型と異なる場合、例外エラー ORA-06562、inconsistent_
type が発生します。

table_variable <datatype >として宣言されたローカル変数。

column_error 指定した列値のエラー・コードを戻します。

actual_length 指定した列内の値の（切捨て前の）実際の長さ。
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   value        OUT VARCHAR2,
   value_length OUT INTEGER);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(column_value_long,RNDS,WNDS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

VARIABLE_VALUEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定のカーソルについて指定の変数の値を戻します。このプロシー
ジャは、returning 句を使用して PL/SQLブロックまたは DML文内のバインド変数の値
を戻すために使用されます。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.VARIABLE_VALUE (
   c               IN  INTEGER,
   name            IN  VARCHAR2,
   value           OUT <datatype>);
 
<datatype> は、次のいずれかの型である必要があります。

NUMBER
DATE
VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS 
BLOB 
CLOB CHARACTER SET ANY_CS 
BFILE 

表表表表 48-12  COLUMN_VALUE_LONG プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 値を取得するカーソルのカーソル ID番号。

position 値を取得する列の位置。

length フェッチする LONG値のバイト数。

offset フェッチを開始するための LONGフィールドへのオフセット。

value VARCHAR2の列の値。

value_length 値に実際に戻されるバイト数。
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プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(variable_value,RNDS,WNDS);

VARIABLE_VALUEプロシージャでは、次の構文もサポートされます。

DBMS_SQL.VARIABLE_VALUE ( 
   c                 IN  INTEGER, 
   name              IN  VARCHAR2,
   <table_variable>  IN  <datatype>); 

<table_variable >とそれに対応する <datatype> は、次のいずれかの組合せが可能で
す。

<num_tab>      Number_Table
<vchr2_tab>    Varchar2_Table
<date_tab>     Date_Table
<blob_tab>     Blob_Table
<clob_tab>     Clob_Table
<bfile_tab>    Bfile_Table 

CHAR、RAWおよび ROWIDデータを含んだ変数では、次のバリエーションを構文で使用でき
ます。 

DBMS_SQL.VARIABLE_VALUE_CHAR (
   c               IN  INTEGER,
   name            IN  VARCHAR2,
   value           OUT CHAR CHARACTER SET ANY_CS);

DBMS_SQL.VARIABLE_VALUE_RAW (
   c               IN  INTEGER,
   name            IN  VARCHAR2,
   value           OUT RAW);

DBMS_SQL.VARIABLE_VALUE_ROWID (
   c               IN  INTEGER,
   name            IN  VARCHAR2,
   value           OUT ROWID);
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

更新、挿入、削除の処理更新、挿入、削除の処理更新、挿入、削除の処理更新、挿入、削除の処理
動的 SQLを使用して INSERT、UPDATEまたは DELETEを処理する場合は、次のステップを
実行する必要があります。

1. 最初に、EXECUTEをコールして、INSERT文、UPDATE文または DELETE文を実行しま
す。

2. 文に returning 句がある場合は、VARIABLE_VALUEをコールして出力変数に割り当
てられた値を取り出します。

IS_OPENファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定のカーソルが現在オープンしているかどうかをチェックしま
す。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.IS_OPEN (
   c              IN INTEGER)
  RETURN BOOLEAN;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(is_open,RNDS,WNDS);

表表表表 48-13  VARIABLE_VALUE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 値を取得するカーソルの ID番号。

name 値を検索する変数名。

value 指定した位置の変数の値を戻します。

この出力パラメータの型が、BIND_VARIABLEへのコールで定義されて
いる値の実際の型と異なる場合、例外エラー ORA-06562、
inconsistent_type が発生します。

position カーソル内の列の相対位置。 

文の最初の列は位置 1です。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

DESCRIBE_COLUMNSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、DBMS_SQLによってオープンして解析されたカーソルの列を記述しま
す。 

DESC_REC型型型型
DBMS_SQLパッケージでは、DESC_RECレコード型を次のように宣言します。 

type desc_rec is record (  
   col_type            BINARY_INTEGER := 0,
   col_max_len         BINARY_INTEGER := 0,
   col_name            VARCHAR2(32)   := '',
   col_name_len        BINARY_INTEGER := 0,
   col_schema_name     VARCHAR2(32)   := '',
   col_schema_name_len BINARY_INTEGER := 0,
   col_precision       BINARY_INTEGER := 0,
   col_scale           BINARY_INTEGER := 0,
   col_charsetid       BINARY_INTEGER := 0,
   col_charsetform     BINARY_INTEGER := 0,
   col_null_ok         BOOLEAN        := TRUE);

表表表表 48-14  IS_OPENファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c チェックするカーソルのカーソル ID番号。

表表表表 48-15  IS_OPENファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

TRUE 指定のカーソルは、現在オープンしています。

FALSE 指定のカーソルは、現在オープンしていません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

DESC_TAB型型型型
DESC_TAB型は、DESC_RECレコードの PL/SQL表です。 

type desc_tab is table of desc_rec index by BINARY_INTEGER;

ローカル変数を PL/SQL表型である DESC_TABとして宣言し、次に、DESCRIBE_COLUMNS
プロシージャをコールして、各列の説明を表に入れることができます。その際、すべての列
が記述され、単一の列のみを記述することはできません。 

構文構文構文構文
DBMS_SQL.DESCRIBE_COLUMNS ( 
   c              IN  INTEGER, 
   col_cnt        OUT INTEGER, 
   desc_t         OUT DESC_TAB);

表表表表 48-16   DESC_REC型のパラメータ型のパラメータ型のパラメータ型のパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

col_type 記述される列の型。

col_max_len 列の最大長。

col_name 列名。

col_name_len 列名の長さ。

col_schema_name 列の型が定義されたスキーマ名（オブジェクト型の場合）。

col_schema_name_len スキーマの長さ。

col_precision 数値の場合は、列の精度。

col_scale 数値の場合は、列の位取り。

col_charsetid 列のキャラクタ・セットの識別子。

col_charsetform 列のキャラクタ・セット・フォーム。

col_null_ok 列で NULLが可能な場合は、TRUE。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

CLOSE_CURSORプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このファンクションは、指定のカーソルをクローズします。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (
   c    IN OUT INTEGER);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(close_cursor,RNDS,WNDS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 48-17   DBMS_SQL.DESCRIBE_COLUMNS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c 記述される列のカーソルの ID番号。

col_cnt 問合せの選択リストにある列数。

desc_t DESC_RECの表。各 DESC_RECが問合せ内の列を説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DESCRIBE_COLUMNSの使用方法は、「例 8: 列の記述」（48-39
ページ）を参照してください。

表表表表 48-18  CLOSE_CURSOR プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ モードモードモードモード 説明説明説明説明

c IN クローズするカーソルの ID番号。

c OUT カーソルは NULLに設定されています。 

CLOSE_CURSORをコールした後、カーソルに割り当てられた
メモリーは解放され、そのカーソルからはフェッチできなく
なります。
48-30 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
エラーの位置エラーの位置エラーの位置エラーの位置
DBMS_SQLパッケージには、セッションで最後に参照されたカーソルの情報を取得するため
の追加ファンクションがいくつかあります。これらのファンクションが戻す値は、SQL文の
実行直後にだけ意味を持ちます。また、エラーを検出するファンクションは、特定の DBMS_
SQLコール後にだけ意味を持ちます。たとえば、PARSE直後に LAST_ERROR_POSITIONを
コールします。

LAST_ERROR_POSITIONファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、エラーが発生した SQL文テキスト内のバイト・オフセットを戻し
ます。SQL文内の最初の文字は、位置 0にあります。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.LAST_ERROR_POSITION 
   RETURN INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(last_error_position,RNDS,WNDS);

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このファンクションは、別の DBMS_SQLプロシージャまたはファンクションのコール前、か
つ PARSEのコール後にコールしてください。

LAST_ROW_COUNTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、フェッチされた累積行数を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.LAST_ROW_COUNT 
   RETURN INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(last_row_count,RNDS,WNDS);
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このファンクションは、FETCH_ROWSコールまたは EXECUTE_AND_FETCHコール後にコー
ルしてください。EXECUTEコール後にコールすると、戻される値はゼロです。

LAST_ROW_IDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、処理された最後の行の ROWIDを戻します。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.LAST_ROW_ID 
   RETURN ROWID;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(last_row_id,RNDS,WNDS);

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このファンクションは、FETCH_ROWSコールまたは EXECUTE_AND_FETCHコール後にコー
ルしてください。

LAST_SQL_FUNCTION_CODEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、文の SQLファンクション・コードを戻します。これらのコードは、 
『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』 に一覧があります。

構文構文構文構文
DBMS_SQL.LAST_SQL_FUNCTION_CODE 
   RETURN INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(last_sql_function_code,RNDS,WNDS);
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このファンクションは、SQL文の実行直後にコールする必要があります。そうでない場合
は、戻り値が未定義になります。

例例例例
このセクションには、DBMS_SQLパッケージを使用するプロシージャの例が記述されていま
す。 

例例例例 1:  次のプロシージャの例は、プロシージャを SQL文に渡し、その SQL文を解析して実行
します。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec(STRING IN varchar2) AS
    cursor_name INTEGER;
    ret INTEGER;
BEGIN
   cursor_name := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
  
DDL文は PARSEをコールして実行され、暗黙のコミットが実行されます。

   DBMS_SQL.PARSE(cursor_name, string, DBMS_SQL.native);
   ret := DBMS_SQL.EXECUTE(cursor_name);
   DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cursor_name);
END;

このようなプロシージャを作成すると、次の操作を実行できます。

■ コール側のプログラムによって、実行時に SQL文を動的に生成できます。

■ SQL文は、DDL文またはバインドなしの DMLで構いません。 

たとえば、このプロシージャの作成後に、次のコールを行うことができます。

exec('create table acct(c1 integer)');

次の例のように、このプロシージャはリモートでコールすることもできます。これによっ
て、リモート DDLを実行できます。

exec@hq.com('CREATE TABLE acct(c1 INTEGER)');

例例例例 2:  次のプロシージャの例は、ソースと宛先表の名前が渡され、ソース表から宛先表に行
をコピーします。このプロシージャの例は、ソース表と宛先表にはいずれも次の列があるこ
とを前提としています。

id        of type NUMBER
name      of type VARCHAR2(30)
birthdate of type DATE
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このプロシージャでは、動的 SQLを使用する必要は特にありませんが、ここでは、この
パッケージの概念をわかりやすく説明しています。 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE copy ( 
     source      IN VARCHAR2, 
     destination IN VARCHAR2) IS 
     id_var             NUMBER; 
     name_var           VARCHAR2(30); 
     birthdate_var      DATE; 
     source_cursor      INTEGER; 
     destination_cursor INTEGER; 
     ignore             INTEGER; 
  BEGIN 
 
  -- Prepare a cursor to select from the source table: 
     source_cursor := dbms_sql.open_cursor; 
     DBMS_SQL.PARSE(source_cursor, 
         'SELECT id, name, birthdate FROM ' || source, 
          DBMS_SQL.native); 
     DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN(source_cursor, 1, id_var); 
     DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN(source_cursor, 2, name_var, 30); 
     DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN(source_cursor, 3, birthdate_var); 
     ignore := DBMS_SQL.EXECUTE(source_cursor); 
 
  -- Prepare a cursor to insert into the destination table: 
     destination_cursor := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR; 
     DBMS_SQL.PARSE(destination_cursor, 
                  'INSERT INTO ' || destination || 
                  ' VALUES (:id_bind, :name_bind, :birthdate_bind)', 
                   DBMS_SQL.native); 
 
  -- Fetch a row from the source table and insert it into the destination table: 
     LOOP 
       IF DBMS_SQL.FETCH_ROWS(source_cursor)>0 THEN 
         -- get column values of the row 
         DBMS_SQL.COLUMN_VALUE(source_cursor, 1, id_var); 
         DBMS_SQL.COLUMN_VALUE(source_cursor, 2, name_var); 
         DBMS_SQL.COLUMN_VALUE(source_cursor, 3, birthdate_var); 
 
  -- Bind the row into the cursor that inserts into the destination table. You 
  -- could alter this example to require the use of dynamic SQL by inserting an 
  -- if condition before the bind. 
        DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(destination_cursor, ':id_bind', id_var); 
        DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(destination_cursor, ':name_bind', name_var); 
        DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(destination_cursor, ':birthdate_bind', 
birthdate_var); 
        ignore := DBMS_SQL.EXECUTE(destination_cursor); 
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      ELSE 
 
  -- No more rows to copy: 
        EXIT; 
      END IF; 
    END LOOP; 
 
  -- Commit and close all cursors: 
     COMMIT; 
     DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(source_cursor); 
     DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(destination_cursor); 
   EXCEPTION 
     WHEN OTHERS THEN 
       IF DBMS_SQL.IS_OPEN(source_cursor) THEN 
         DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(source_cursor); 
       END IF; 
       IF DBMS_SQL.IS_OPEN(destination_cursor) THEN 
         DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(destination_cursor); 
       END IF; 
       RAISE; 
  END; 
/ 

例例例例 3、、、、4およびおよびおよびおよび 5: 一括一括一括一括 DML  次の一連の例では、DELETE、INSERTおよび UPDATEの各 SQL 
DML文での一括配列バインド（表項目）の使用方法を示します。 

たとえば、DELETE文では、WHERE句に配列をバインドし、配列内の要素ごとに文を実行で
きます。 

declare
  stmt varchar2(200);
  dept_no_array dbms_sql.Number_Table;
  c number;
  dummy number;
begin
  dept_no_array(1) := 10; dept_no_array(2) := 20;
  dept_no_array(3) := 30; dept_no_array(4) := 40;
  dept_no_array(5) := 30; dept_no_array(6) := 40;
  stmt := 'delete from emp where deptno = :dept_array';
  c := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(c, stmt, dbms_sql.native);
  dbms_sql.bind_array(c, ':dept_array', dept_no_array, 1, 4);
  dummy := dbms_sql.execute(c);
  dbms_sql.close_cursor(c); 

  exception when others then
    if dbms_sql.is_open(c) then
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      dbms_sql.close_cursor(c);
    end if;
    raise;
end;
/ 

前述の例では、1から 4までの要素のみが、bind_arrayコールで指定したとおりに使用され
ます。配列の各要素は、大量の従業員をデータベースから削除する可能性があります。

次に、一括 INSERT文の例を示します。

declare
  stmt varchar2(200);
  empno_array dbms_sql.Number_Table;
  empname_array dbms_sql.Varchar2_Table;
  c number;
  dummy number;
begin
  for i in 0..9 loop
    empno_array(i) := 1000 + i;
    empname_array(I) := get_name(i);
  end loop;
  stmt := 'insert into emp values(:num_array, :name_array)';
  c := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(c, stmt, dbms_sql.native);
  dbms_sql.bind_array(c, ':num_array', empno_array);
  dbms_sql.bind_array(c, ':name_array', empname_array);
  dummy := dbms_sql.execute(c);
  dbms_sql.close_cursor(c);

  exception when others then
    if dbms_sql.is_open(c) then
      dbms_sql.close_cursor(c);
    end if;
    raise;
end;
/

実行が開始されると、10人の従業員はすべて表に挿入されます。

最後に、一括 UPDATE文の例を示します。 

declare
  stmt varchar2(200);
  emp_no_array dbms_sql.Number_Table;
  emp_addr_array dbms_sql.Varchar2_Table;
  c number;
  dummy number;
begin
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  for i in 0..9 loop
    emp_no_array(i) := 1000 + i;
    emp_addr_array(I) := get_new_addr(i);
  end loop;
  stmt := 'update emp set ename = :name_array
    where empno = :num_array';
  c := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(c, stmt, dbms_sql.native);
  dbms_sql.bind_array(c, ':num_array', empno_array);
  dbms_sql.bind_array(c, ':name_array', empname_array);
  dummy := dbms_sql.execute(c);
  dbms_sql.close_cursor(c);
  
  exception when others then
    if dbms_sql.is_open(c) then
      dbms_sql.close_cursor(c);
    end if;
    raise;
end;
/

EXECUTEがコールされると、全従業員のアドレスが一度に更新されます。2つのコレクショ
ンの処理は、いつも同時に進行します。WHERE句で複数の行が戻される場合、全従業員は、
その時点で addr_array が参照するアドレスを取得します。 

例例例例 6およびおよびおよびおよび 7: 配列の定義配列の定義配列の定義配列の定義  次の例では、DEFINE_ARRAYプロシージャの使用方法を示しま
す。 

declare
  c       number;
  d       number;
  n_tab   dbms_sql.Number_Table;
  indx    number := -10;
begin
  c := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(c, 'select n from t order by 1', dbms_sql);

  dbms_sql.define_array(c, 1, n_tab, 10, indx);

  d := dbms_sql.execute(c);
  loop
    d := dbms_sql.fetch_rows(c);

    dbms_sql.column_value(c, 1, n_tab);

    exit when d != 10;
  end loop;
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  dbms_sql.close_cursor(c);

  exception when others then
    if dbms_sql.is_open(c) then
      dbms_sql.close_cursor(c);
    end if;
    raise;
end;
/

前述の例では FETCH_ROWSをコールするたびに、DBMS_SQLバッファに保持されている 10
行がフェッチされます。COLUMN_VALUEコールが実行されると、それらの行は指定した
PL/SQL表（この場合は n_tab ）の DEFINE文で指定した -10から -1の位置に移動します。
次に、2番目のバッチがループ内でフェッチされ、行が 0から 9の位置に移動し、あとは同
様に続きます。 

各配列への現行の索引は、自動的にメンテナンスされます。この索引は、EXECUTE時に
"indx"に初期化され、COLUMN_VALUEがコールされるたびに更新されます。任意の時点で
再実行した場合、各 DEFINEの現行の索引は "indx"に再初期化されます。

このようにして、問合せのすべての結果が表内にフェッチされます。FETCH_ROWS で 10行
をフェッチできない場合は、実際にフェッチされた行数を戻して（1行もフェッチできな
かった場合はゼロを戻します）、ループを終了します。 

DEFINE_ARRAYプロシージャの別の使用例を次に示します。

次のように定義された MULTI_TAB表を想定します。

create table multi_tab (num number, 
                        dat1 date, 
                        var varchar2(24), 
                        dat2 date) 

この表からすべてを選択して 4つの PL/SQL表に移動するには、次の簡単なプログラムを使
用できます。

declare
  c       number;
  d       number;
  n_tab  dbms_sql.Number_Table;
  d_tab1 dbms_sql.Date_Table;
  v_tab  dbms_sql.Varchar2_Table;
  d_tab2 dbms_sql.Date_Table;
  indx number := 10;
begin

  c := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(c, 'select * from multi_tab order by 1', dbms_sql);
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  dbms_sql.define_array(c, 1, n_tab,  5, indx);
  dbms_sql.define_array(c, 2, d_tab1, 5, indx);
  dbms_sql.define_array(c, 3, v_tab,  5, indx);
  dbms_sql.define_array(c, 4, d_tab2, 5, indx);

  d := dbms_sql.execute(c);

  loop
    d := dbms_sql.fetch_rows(c);

    dbms_sql.column_value(c, 1, n_tab);
    dbms_sql.column_value(c, 2, d_tab1);
    dbms_sql.column_value(c, 3, v_tab);
    dbms_sql.column_value(c, 4, d_tab2);
  
    exit when d != 5;
  end loop;

  dbms_sql.close_cursor(c);

/* 

これで、4つの表はあらゆる用途に使用できます。使用方法の 1つは、'INSERT into SOME_
T values (:a, :b, :c, :d)'などの問合せを使用して、行を他の表に移動するために BIND_ARRAY
を使用できます。

*/

exception when others then
    if dbms_sql.is_open(c) then
      dbms_sql.close_cursor(c);
    end if;
    raise;
end;
/

例例例例 8: 列の記述列の記述列の記述列の記述  この例は、記述する表に対して SELECT *による問合せを使用し、SQL*Plus
の DESCRIBEコールのかわりに使用できます。 

declare
  c number;
  d number;
  col_cnt integer;
  f boolean;
  rec_tab dbms_sql.desc_tab;
  col_num number;
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  procedure print_rec(rec in dbms_sql.desc_rec) is
  begin
    dbms_output.new_line;
    dbms_output.put_line('col_type            =    '
                         || rec.col_type);
    dbms_output.put_line('col_maxlen          =    '
                         || rec.col_max_len);
    dbms_output.put_line('col_name            =    '
                         || rec.col_name);
    dbms_output.put_line('col_name_len        =    '
                         || rec.col_name_len);
    dbms_output.put_line('col_schema_name     =    '
                         || rec.col_schema_name);
    dbms_output.put_line('col_schema_name_len =    '
                         || rec.col_schema_name_len);
    dbms_output.put_line('col_precision       =    '
                         || rec.col_precision);
    dbms_output.put_line('col_scale           =    '
                         || rec.col_scale);
    dbms_output.put('col_null_ok         =    ');
    if (rec.col_null_ok) then
      dbms_output.put_line('true');
    else
      dbms_output.put_line('false');
    end if;
  end;
begin
  c := dbms_sql.open_cursor;

  dbms_sql.parse(c, 'select * from scott.bonus', dbms_sql);
 
  d := dbms_sql.execute(c);
 
  dbms_sql.describe_columns(c, col_cnt, rec_tab);

/*
 * Following loop could simply be for j in 1..col_cnt loop.
 * Here we are simply illustrating some of the PL/SQL table
 * features.
 */
  col_num := rec_tab.first;
  if (col_num is not null) then
    loop
      print_rec(rec_tab(col_num));
      col_num := rec_tab.next(col_num);
      exit when (col_num is null);
    end loop;
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  end if;
 
  dbms_sql.close_cursor(c);
end;
/

例例例例 9: RETURNING句句句句  RETURNING句は、Oracle 8.0.3では DML文に追加されていました。こ
の句を使用して、INSERT文、UPDATE文および DELETE文は、式の値を戻すことができま
す。この値は、バインド変数に戻されます。

単一行が挿入、更新または削除される場合は、DBMS_SQL.BIND_VARIABLEを使用して、こ
れらのアウトバインドをバインドします。複数の行が挿入、更新または削除された場合は、
DBMS_SQL.BIND_ARRAYを使用します。これらのバインド変数の値を取得するには、DBMS_
SQL.VARIABLE_VALUEをコールする必要があります。 

i) 単一行の挿入

      create or replace procedure single_Row_insert
           (c1 number, c2 number, r out number) is
      c number;
      n number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'insert into tab values (:bnd1, :bnd2) ' ||
                          'returning c1*c2 into :bnd3', 2);
     dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd2', c2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd3', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd3', r); -- get value of outbind variable
        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /
 
ii) 単一行の更新

      create or replace procedure single_Row_update
           (c1 number, c2 number, r out number) is
      c number;
      n number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;

注意注意注意注意 : これは、DBMS_SQL内でアウトバインドを使用した PL/SQLブ
ロックを実行した後で、DBMS_SQL.VARIABLE_VALUEをコールする必要
があることに似ています。 
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        dbms_sql.parse(c, 'update tab set c1 = :bnd1, c2 = :bnd2 ' ||
                          'where rownum < 2' || 
                          'returning c1*c2 into :bnd3', 2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd2', c2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd3', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd3', r);-- get value of outbind variable
        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /

iii) 単一行の削除

      create or replace procedure single_Row_Delete
           (c1 number, c2 number, r out number) is
      c number;
      n number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'delete from tab ' ||
                          'where rownum < 2 ' ||
                         'returning c1*c2 into :bnd3', 2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd2', c2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd3', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd3', r);-- get value of outbind variable
        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /
 
iv) 複数行の挿入

      create or replace procedure multi_Row_insert
           (c1 dbms_sql.number_table, c2 dbms_sql.number_table, 
            r out dbms_sql.number_table) is
      c number;
      n number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'insert into tab values (:bnd1, :bnd2) ' ||
                          'returning c1*c2 into :bnd3', 2);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd2', c2);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd3', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd3', r);-- get value of outbind variable
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        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /

v) 複数行の更新 

      create or replace procedure multi_Row_update
           (c1 number, c2 number, r out dbms_Sql.number_table) is
      c number;
      n number;
     begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'update tab set c1 = :bnd1 where c2 = :bnd2 ' ||
                          'returning c1*c2 into :bnd3', 2);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_variable(c, 'bnd2', c2);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd3', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd3', r);-- get value of outbind variable
        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /

vi) 複数行の削除

      create or replace procedure multi_row_delete
           (c1 dbms_Sql.number_table,
            r out dbms_sql.number_table) is
      c number;
      n number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'delete from tab where c1 = :bnd1' ||
                          'returning c1*c2 into :bnd2', 2);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd1', c1);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd2', r);
        n := dbms_sql.execute(c); 
        dbms_sql.variable_value(c, 'bnd2', r);-- get value of outbind variable
        dbms_Sql.close_Cursor(c);
      end;
      /

注意注意注意注意 : bnd1と bnd2は、同様に配列にできます。更新されたすべての行
に対する式の値は、bnd3に入れられます。bnd1と bnd2の各値について、
どの行が更新されたかを区別する方法はありません。
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vii) 一括 PL/SQLでのアウトバインド

      create or replace foo (n number, square out number) is
      begin square := n * n; end;/
 
      create or replace procedure bulk_plsql 
         (n dbms_sql.number_Table, square out dbms_sql.number_table) is
      c number;
      r number;
      begin
        c := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(c, 'begin foo(:bnd1, :bnd2); end;', 2);
        dbms_sql.bind_array(c, 'bnd1', n);
        dbms_Sql.bind_Array(c, 'bnd2', square);
        r := dbms_sql.execute(c);
        dbms_Sql.variable_Value(c, 'bnd2', square);
     end;
     /

     

注意注意注意注意 : number_Table の DBMS_SQL.BIND_ARRAYは、数値を内部的に
バインドします。文を実行する回数は、インバインド配列内の要素数に
よって決まります。
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DBMS_STATS

DBMS_STATSは、データベース・オブジェクトについて収集されたオプティマイザの統計情
報を表示および変更するためのメカニズムを提供します。統計情報は、次の 2つの場所に常
駐させることができます。

1. ディクショナリ。

2. この目的のためにユーザーのスキーマ内に作成された表。

コストベースのオプティマイザに影響を与える統計情報は、ディクショナリに格納されてい
る統計情報のみです。

また、このパッケージによって各種の統計情報を並列的に簡単に収集できます。パッケージ
は、次の 3つの主なセクションに分割されています。

■ 統計情報の設定または取得

■ 統計情報の転送

■ オプティマイザ統計情報の収集
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DBMS_STATSの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
ほとんどの DBMS_STATSプロシージャには、statown 、stattab および statid の 3つの
パラメータが含まれています。これらのパラメータによって、ユーザーはオプティマイザに
影響を与えない自分自身の表（ディクショナリ外）に統計情報を格納できます。したがっ
て、ユーザーは統計情報のセットをメンテナンスおよび試用することができます。  

stattab パラメータで、統計情報を保持する表の名前を指定します。この表は、（statown
パラメータが指定されていない限り）統計情報が収集されるオブジェクトと同じスキーマ内
に常駐しているとみなされます。ユーザーは、異なる stattab 識別子で複数の表を作成し、
統計情報セットを別々に保持できます。 

さらに、statid パラメータを使用して 1つの stattab 内で複数の統計情報セットをメン
テナンスできるため、ユーザーのスキーマが混乱するのを回避できます。

すべての SETまたは GETプロシージャについて、stattab が準備されていない場合（つま
り NULLの場合）、操作はディクショナリにある統計情報に対して直接行われます。した
がって、ディクショナリを直接変更するのみの場合は、統計表の作成は不要です。ただし、
stattab が NULLでない場合、SETまたは GET操作は、指定したユーザー統計表に対して
行われ、ディクショナリに対しては行われません。   

型型型型
最小 /最大値とヒストグラム終点の型は、次のとおりです。

TYPE numarray  IS VARRAY(256) OF NUMBER;
TYPE datearray IS VARRAY(256) OF DATE;
TYPE chararray IS VARRAY(256) OF VARCHAR2(4000);
TYPE rawarray  IS VARRAY(256) OF RAW(2000);
 
type StatRec is record (
  epc    NUMBER,
  minval RAW(2000),
  maxval RAW(2000),
  bkvals NUMARRAY,
  novals NUMARRAY);
 
失効した表のリストの型は、次のとおりです。

type ObjectElem is record (
  ownname     VARCHAR2(30),     -- owner
  objtype     VARCHAR2(6),      -- 'TABLE' or 'INDEX'
  objname     VARCHAR2(30),     -- table/index
  partname    VARCHAR2(30),     -- partition
  subpartname VARCHAR2(30),     -- subpartition
  confidence  NUMBER);          -- not used
type ObjectTab is TABLE of ObjectElem;
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サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 49-1  DBMS_STATS パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

PREPARE_COLUMN_VALUESプロシー
ジャ（49-5 ページ）

ユーザー指定の最小値、最大値およびヒストグラム終点の
データ型固有値を、SET_COLUMN_STATSを介して将来格
納するために Oracleの内部表記に変換します。

SET_COLUMN_STATSプロシージャ
（49-7 ページ）

列に関連する情報を設定します。

SET_INDEX_STATSプロシージャ
（49-9 ページ）

索引に関連する情報を設定します。

SET_TABLE_STATSプロシージャ
（49-10 ページ）

表に関連する情報を設定します。

CONVERT_RAW_VALUEプロシージャ
（49-11 ページ）

最大値または最小値の内部表記を、データ型固有値に変換
します。

GET_COLUMN_STATSプロシージャ
（49-13 ページ）

列に関連するすべての情報を取得します。

GET_INDEX_STATSプロシージャ
（49-14 ページ）

索引に関連するすべての情報を取得します。

GET_TABLE_STATSプロシージャ
（49-15 ページ）

表に関連するすべての情報を取得します。

DELETE_COLUMN_STATSプロシージャ
（49-16 ページ）

列に関連する統計情報を削除します。

DELETE_INDEX_STATSプロシージャ
（49-17 ページ）

索引に関連する統計情報を削除します。

DELETE_TABLE_STATSプロシージャ
（49-18 ページ）

表に関連する統計情報を削除します。

DELETE_SCHEMA_STATSプロシージャ
（49-20 ページ）

スキーマに関連する統計情報を削除します。

DELETE_DATABASE_STATSプロシー
ジャ（49-20 ページ）

データベース全体に関する統計情報を削除します。

CREATE_STAT_TABLEプロシージャ
（49-22 ページ）

統計情報を保持できる ownnameのスキーマに stattab の
名前で表を作成します。

DROP_STAT_TABLEプロシージャ
（49-22 ページ）

CREATE_STAT_TABLEで作成したユーザー統計表を削除し
ます。
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EXPORT_COLUMN_STATSプロシージャ
（49-23 ページ）

特定の列に関する統計情報を取り出し、stattab で識別さ
れるユーザー統計表に格納します。

EXPORT_INDEX_STATSプロシージャ
（49-24 ページ）

特定の索引に関する統計情報を取り出し、stattab で識別
されるユーザー統計表に格納します。

EXPORT_TABLE_STATSプロシージャ
（49-25 ページ）

特定の表に関する統計情報を取り出し、ユーザー統計表に
格納します。

EXPORT_SCHEMA_STATSプロシージャ
（49-26 ページ）

ownnameで識別されるスキーマ内のすべてのオブジェクト
に関する統計情報を取り出し、stattab で識別されるユー
ザー統計表に格納します。

EXPORT_DATABASE_STATSプロシー
ジャ（49-26 ページ）

データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報
を取り出し、statown .stattab で識別されるユーザー統
計表に格納します。

IMPORT_COLUMN_STATSプロシージャ
（49-27 ページ）

stattab で識別されるユーザー統計表から特定の列に関す
る統計情報を取り出し、ディクショナリに格納します。

IMPORT_INDEX_STATSプロシージャ
（49-28 ページ）

stattab で識別されるユーザー統計表から特定の索引に関
する統計情報を取り出し、ディクショナリに格納します。

IMPORT_TABLE_STATSプロシージャ
（49-29 ページ）

stattab で識別されるユーザー統計表から特定の表に関す
る統計情報を取り出し、ディクショナリに格納します。

IMPORT_SCHEMA_STATSプロシージャ
（49-30 ページ）

ownnameで識別されるスキーマ内のすべてのオブジェクト
に関する統計情報をユーザー統計表から取り出し、ディク
ショナリに格納します。

IMPORT_DATABASE_STATSプロシー
ジャ（49-30 ページ）

データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報
をユーザー統計表から取り出し、ディクショナリに格納し
ます。

GATHER_INDEX_STATSプロシージャ
（49-31 ページ）

索引の統計情報を収集します。

GATHER_TABLE_STATSプロシージャ
（49-32 ページ）

表と列（および索引）の統計情報を収集します。

GATHER_SCHEMA_STATSプロシージャ
（49-34 ページ）

スキーマ内のすべてのオブジェクトに関する統計情報を収
集します。

GATHER_DATABASE_STATSプロシー
ジャ（49-37 ページ）

データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報
を収集します。

GENERATE_STATSプロシージャ
（49-39 ページ）

関連するオブジェクトに関して以前に収集した統計情報か
ら、オブジェクトの統計情報を生成します。

表表表表 49-1  DBMS_STATS パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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統計情報の設定または取得統計情報の設定または取得統計情報の設定または取得統計情報の設定または取得
次のプロシージャによって、列、索引および表に関連する個別の統計情報を格納したり、取
り出すことができます。

PREPARE_COLUMN_VALUES
SET_COLUMN_STATS
SET_INDEX_STATS
SET_TABLE_STATS

CONVERT_RAW_VALUE
GET_COLUMN_STATS
GET_INDEX_STATS
GET_TABLE_STATS

DELETE_COLUMN_STATS
DELETE_INDEX_STATS
DELETE_TABLE_STATS
DELETE_SCHEMA_STATS 
DELETE_DATABASE_STATS

PREPARE_COLUMN_VALUESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザー指定の最小値、最大値およびヒストグラム終点のデータ型固
有値を、SET_COLUMN_STATSを介して将来格納するために Oracleの内部表記に変換しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES (
   srec     IN OUT StatRec, 
   charvals        CHARARRAY);

DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES (
   srec      IN OUT StatRec, 
   datevals         DATEARRAY);

DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES (
   srec     IN OUT StatRec, 
   numvals         NUMARRAY);

DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES ( 
   srec     IN OUT StatRec, 
   rawvals         RAWARRAY);

DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES_NVARCHAR (
   srec  IN OUT StatRec, 
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   nvmin        NVARCHAR2, 
   nvmax        NVARCHAR2);

DBMS_STATS.PREPARE_COLUMN_VALUES_ROWID (
   srec  IN OUT StatRec, 
   rwmin        ROWID, 
   rwmax        ROWID);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(prepare_column_values, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);
pragma restrict_references(prepare_column_values_nvarchar, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);
pragma restrict_references(prepare_column_values_rowid, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

データ型固有の入力パラメータ（次から 1つを選択）。

表表表表 49-2  PREPARE_COLUMN_VALUES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

srec.epc charvals 、datevals 、numvals または rawvals で指定され
る値の数。この値は 2～ 256の範囲で指定し、ヒストグラム情報
を認めないプロシージャ（nvarchar と rowid ）では 2 を設定す
る必要があります。 

最初に対応する配列のエントリは列の最小値を含み、最後のエン
トリは最大値を含みます。2つを超えるエントリがある場合、そ
の他のエントリは、残りの高さ調整ヒストグラムまたは頻度ヒス
トグラムの終点値（小さい値から大きい値に順序立てられた中間
値を持つ）を含みます。この値は圧縮のために調整できるため、
戻り値は、SET_COLUMN_STATSへのコールに対して現状のまま
になります。

srec.bkvals 頻度分布が必要な場合、この配列には、charvals 、datevals 、
numvals または rawvals で指定されている各個別値の発生回数
が含まれています。そうでない場合、この配列は単なるアウト
プット・パラメータであり、このプロシージャのコール時には
NULLが設定されている必要があります。

charvals 列型が文字ベースの場合の値の配列。各文字列の最初の 32バイトま
でが使用されます。配列のエントリ数は、2～ 256の範囲である必
要があります。

datevals 列型が日付ベースの場合の値の配列。

numvals 列型が数値ベースの場合の値の配列。
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アウトプット・パラメータアウトプット・パラメータアウトプット・パラメータアウトプット・パラメータ

例外例外例外例外
ORA-20001 :入力値が無効か、または矛盾しています。 

SET_COLUMN_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、列に関連する情報を設定します。 

構文構文構文構文
DBMS_STATS.SET_COLUMN_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2, 
   colname  VARCHAR2, 
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   distcnt  NUMBER   DEFAULT NULL, 
   density  NUMBER   DEFAULT NULL,
   nullcnt  NUMBER   DEFAULT NULL, 
   srec     StatRec  DEFAULT NULL,
   avgclen  NUMBER   DEFAULT NULL, 

rawvals 列型が RAWの場合の値の配列。各文字列の最初の 32バイトまでが
使用されます。

nvmin、 nvmax 列型が各国文字キャラクタ・セット（NLS）の場合の最大値と最小
値。この型の列について、ヒストグラム情報は提供できません。

rwmin、rwmax 列型が rowidの場合の最大値と最小値。この型の列について、ヒス
トグラム情報は提供できません。

表表表表 49-3  PREPARE_COLUMN_VALUES プロシージャのアウトプット・パラメータプロシージャのアウトプット・パラメータプロシージャのアウトプット・パラメータプロシージャのアウトプット・パラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

srec.minval SET_COLUMN_STATSへのコールでの使用に適した最小値の内部
表記。

srec.maxval SET_COLUMN_STATSへのコールでの使用に適した最大値の内部
表記。

srec.bkvals SET_COLUMN_STATSへのコールでの使用に適した配列。

srec.novals SET_COLUMN_STATSへのコールでの使用に適した配列。
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   flags    NUMBER   DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効か、または矛盾しています。

表表表表 49-4  SET_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname この列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 統計情報を格納する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグロー
バルな表レベルで格納されます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。stattab が
NULLの場合、統計情報はディクショナリ内に直接格納されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

distcnt 個別値の数。

density 列密度。この値が NULLで、distcnt が NULLでない場合、密度
は distcnt から導出されます。

nullcnt NULLの数。

srec PREPARE_COLUMN_VALUESまたは GET_COLUMN_STATSへの
コールで入力された StatRec 構造。

avgclen 列の平均長（単位はバイト）。

flags Oracle内部で使用（NULLのままにします）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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SET_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、索引に関連する情報を設定します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.SET_INDEX_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   indname  VARCHAR2,
   partname VARCHAR2  DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2  DEFAULT NULL, 
   statid   VARCHAR2  DEFAULT NULL,
   numrows  NUMBER    DEFAULT NULL, 
   numlblks NUMBER    DEFAULT NULL,
   numdist  NUMBER    DEFAULT NULL, 
   avglblk  NUMBER    DEFAULT NULL,
   avgdblk  NUMBER    DEFAULT NULL, 
   clstfct  NUMBER    DEFAULT NULL,
   indlevel NUMBER    DEFAULT NULL, 
   flags    NUMBER    DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2  DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-5  SET_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

indname 索引名。

partname 統計情報を格納する索引パーティションの名前。索引がパーティ
ション化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグ
ローバルな索引レベルで格納されます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。stattab が
NULLの場合、統計情報はディクショナリ内に直接格納されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

numrows 索引（パーティション）内の行数。

numlblks 索引（パーティション）内のリーフ・ブロックの数。

numdist 索引（パーティション）内の個別キーの数。
DBMS_STATS 49-9



サブプログラムの要約
例外例外例外例外
ORA-20000:  オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001:  入力値が無効です。 

SET_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表に関連する情報を設定します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.SET_TABLE_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2, 
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   numrows  NUMBER   DEFAULT NULL, 
   numblks  NUMBER   DEFAULT NULL,
   avgrlen  NUMBER   DEFAULT NULL, 
   flags    NUMBER   DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

avglblk この索引（パーティション）について各個別キーが出現するリー
フ・ブロックの平均整数値。この値が提供されない場合、この値
は numlblks と numdist から導出されます。

avgdblk この索引（パーティション）について個別キーが指す表内のデー
タ・ブロックの平均整数値。この値が提供されない場合、この値
は clstfct と numdist から導出されます。

clstfct user_indexes ビューの clustering_factor 列の説明を参照
してください。

indlevel 索引（パーティション）の高さ。

flags Oracle内部で使用（NULLのままにします）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-5  SET_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効です。 

CONVERT_RAW_VALUEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、最大値または最小値の内部表記をデータ型固有値に変換します。
GET_COLUMN_STATSまたは PREPARE_COLUMN_VALUESで入力された StatRec 構造の
minvalフィールドとmaxvalフィールドの値が、有効な入力値です。

表表表表 49-6  SET_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 表名。

partname 統計情報を格納する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグロー
バルな表レベルで格納されます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。stattab が
NULLの場合、統計情報はディクショナリ内に直接格納されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

numrows 表（パーティション）内の行数。

numblks 表（パーティション）が占有するブロックの数。

avgrlen 表（パーティション）の行の平均長。

flags Oracle内部で使用（NULLのままにします）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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構文構文構文構文
DBMS_STATS.CONVERT_RAW_VALUE (
   rawval     RAW, 
   resval OUT VARCHAR2);

DBMS_STATS.CONVERT_RAW_VALUE (
   rawval     RAW, 
   resval OUT DATE);

DBMS_STATS.CONVERT_RAW_VALUE (
   rawval     RAW, 
   resval OUT NUMBER);

DBMS_STATS.CONVERT_RAW_VALUE_NVARCHAR (
   rawval     RAW, 
   resval OUT NVARCHAR2);

DBMS_STATS.CONVERT_RAW_VALUE_ROWID (
   rawval     RAW, 
   resval OUT ROWID);

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(convert_raw_value, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);
pragma restrict_references(convert_raw_value_nvarchar, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);
pragma restrict_references(convert_raw_value_rowid, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
なし。

表表表表 49-7  CONVERT_RAW_VALUE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rawval 列最大または列最小のデータ型固有アウトプット・パラメータの
内部表記。

resval 変換済みの型固有値。
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GET_COLUMN_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、列に関連するすべての情報を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GET_COLUMN_STATS (
   ownname     VARCHAR2, 
   tabname     VARCHAR2, 
   colname     VARCHAR2, 
   partname    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab     VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid      VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   distcnt OUT NUMBER, 
   density OUT NUMBER,
   nullcnt OUT NUMBER, 
   srec    OUT StatRec,
   avgclen OUT NUMBER,
   statown     VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-8  GET_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname この列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 統計情報を取得する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグロー
バルな表レベルで取り出されます。

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接取
り出されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

distcnt 個別値の数。

density 列密度。

nullcnt NULLの数。

srec 列最大、列最小およびヒストグラム値の内部表記を保持する構造。
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例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか権限が不十分、または要求されたオブジェクトの
統計情報が格納されていません。 

GET_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、索引に関連するすべての情報を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GET_INDEX_STATS (
   ownname      VARCHAR2, 
   indname      VARCHAR2,
   partname     VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab      VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid       VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   numrows  OUT NUMBER, 
   numlblks OUT NUMBER,
   numdist  OUT NUMBER, 
   avglblk  OUT NUMBER,
   avgdblk  OUT NUMBER, 
   clstfct  OUT NUMBER,
   indlevel OUT NUMBER,
   statown      VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

avgclen 列の平均長（単位はバイト）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-9  GET_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

indname 索引名。

partname 統計情報を取得する索引パーティションの名前。索引がパーティ
ション化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグ
ローバルな索引レベルで取り出されます。

表表表表 49-8  GET_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか権限が不十分、または要求したオブジェクトの統
計情報が格納されていません。

GET_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表に関連するすべての情報を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GET_TABLE_STATS (
   ownname     VARCHAR2, 
   tabname     VARCHAR2, 
   partname    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab     VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid      VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   numrows OUT NUMBER, 
   numblks OUT NUMBER,
   avgrlen OUT NUMBER,
   statown     VARCHAR2 DEFAULT NULL);

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接取
り出されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

numrows 索引（パーティション）内の行数。

numlblks 索引（パーティション）内のリーフ・ブロックの数。

numdist 索引（パーティション）内の個別キーの数。

avglblk この索引（パーティション）について各個別キーが出現するリー
フ・ブロックの平均整数値。

avgdblk この索引（パーティション）について個別キーが指す表内のデー
タ・ブロックの平均整数値。

clstfct 索引（パーティション）のクラスタ化要素。

indlevel 索引（パーティション）の高さ。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-9  GET_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか権限が不十分、または要求されたオブジェクトの
統計情報が格納されていません。

DELETE_COLUMN_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、列に関連する統計情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DELETE_COLUMN_STATS (
   ownname       VARCHAR2, 
   tabname       VARCHAR2, 
   colname       VARCHAR2, 
   partname      VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab       VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid        VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   cascade_parts BOOLEAN  DEFAULT TRUE,
   statown       VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 49-10  GET_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 列が所属する表の名前。

partname 統計情報を取得する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグロー
バルな表レベルで取り出されます。

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接取
り出されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

numrows 表（パーティション）内の行数。

numblks 表（パーティション）が占有するブロックの数。

avgrlen 表（パーティション）の行の平均長。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

DELETE_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、索引に関連する統計情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DELETE_INDEX_STATS (
   ownname       VARCHAR2, 
   indname       VARCHAR2,
   partname      VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab       VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid        VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   cascade_parts BOOLEAN  DEFAULT TRUE,
   statown       VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 49-11  DELETE_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 統計情報を削除する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、グローバルな列統
計情報が削除されます。

stattab 統計情報を削除する場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接削
除されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

cascade_parts 表がパーティション化されていて、partname が NULLの場合、
このパラメータを TRUEに設定すると、基礎となるすべてのパー
ティションについても列の統計情報が削除されます。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

DELETE_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表に関連する統計情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS (
   ownname         VARCHAR2, 
   tabname         VARCHAR2, 
   partname        VARCHAR2  DEFAULT NULL,
   stattab         VARCHAR2  DEFAULT NULL, 
   statid          VARCHAR2  DEFAULT NULL,
   cascade_parts   BOOLEAN   DEFAULT TRUE, 
   cascade_columns BOOLEAN   DEFAULT TRUE,
   cascade_indexes BOOLEAN   DEFAULT TRUE,
   statown         VARCHAR2  DEFAULT NULL);

表表表表 49-12  DELETE_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

indname 索引名。

partname 統計情報を削除する索引パーティションの名前。索引がパーティ
ション化されていて、partname が NULLの場合、索引統計情報
はグローバル・レベルで削除されます。

stattab 統計情報を削除する場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接削
除されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

cascade_parts 索引がパーティション化されていて、partname が NULLの場合、
このパラメータを TRUEに設定すると、基礎となるすべてのパー
ティションについても索引の統計情報が削除されます。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

表表表表 49-13  DELETE_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 統計情報を削除する表パーティションの名前。表がパーティショ
ン化されていて、partname が NULLの場合、統計情報はグロー
バルな表レベルで削除されます。

stattab 統計情報を削除する場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接削
除されます。 

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

cascade_parts 表がパーティション化されていて、partname が NULLの場合、
このパラメータを TRUE に設定すると、基礎となるすべてのパー
ティションについても表の統計情報が削除されます。

cascade_columns 基礎となるすべての列について、DELETE_COLUMN_STATSを
コールする必要があることを示します（cascade_parts パラ
メータを渡します）。

cascade_indexes 基礎となるすべての索引について、DELETE_INDEX_STATSを
コールする必要があることを示します（cascade_parts パラ
メータを渡します）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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DELETE_SCHEMA_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スキーマ全体の統計情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DELETE_SCHEMA_STATS (
   ownname VARCHAR2, 
   stattab VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

DELETE_DATABASE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベース全体の統計情報を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DELETE_DATABASE_STATS (
   stattab VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 49-14  DELETE_SCHEMA_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

stattab 統計情報を削除する場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接削
除されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

統計情報の転送統計情報の転送統計情報の転送統計情報の転送
次のプロシージャを使用して、ディクショナリからユーザー統計表へ（export_ *）、および
ユーザー統計表からディクショナリへ（import_ *）統計情報を転送できます。

CREATE_STAT_TABLE
DROP_STAT_TABLE

EXPORT_COLUMN_STATS
EXPORT_INDEX_STATS
EXPORT_TABLE_STATS
EXPORT_SCHEMA_STATS
EXPORT_DATABASE_STATS

IMPORT_COLUMN_STATS
IMPORT_INDEX_STATS
IMPORT_TABLE_STATS
IMPORT_SCHEMA_STATS
IMPORT_DATABASE_STATS

表表表表 49-15  DELETE_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

stattab 統計情報を削除する場所を示すユーザー統計表の識別子。
stattab が NULLの場合、統計情報はディクショナリから直接削
除されます。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）
（stattab が NULLでない場合のみ該当します）。

statown stattab を含むスキーマ。stattab が NULLではなく、
statown が NULLの場合は、データベース内のすべてのスキーマ
に、同じ名前の stattab を持つユーザー統計表が含まれている
とみなされます。
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CREATE_STAT_TABLEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、統計情報を保持できる ownnameのスキーマにある stattab の名前
で表を作成します。この表は、このパッケージのプロシージャを介して単独にアクセスされ
るため、この表を構成する列と型は互いに関係がありません。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.CREATE_STAT_TABLE (
   ownname  VARCHAR2, 
   stattab  VARCHAR2,
   tblspace VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :表がすでに存在するか、権限が不十分です。

ORA-20001 :表領域が存在しません。 

DROP_STAT_TABLEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザー統計表を削除します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.DROP_STAT_TABLE (
   ownname VARCHAR2, 
   stattab VARCHAR2);

表表表表 49-16  CREATE_STAT_TABLE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

stattab 作成する表の名前。ユーザーがディクショナリ統計情報を直接変
更しない場合、この値は、stattab パラメータとして他のプロ
シージャに渡されます。

tblspace 統計表を作成する表領域。このパラメータを指定しないと、統計
表はユーザーのデフォルトの表領域に作成されます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :表が存在しないか、または権限が不十分です。

EXPORT_COLUMN_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の列に関する統計情報を取り出し、stattab で識別されるユー
ザー統計表に格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.EXPORT_COLUMN_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2, 
   colname  VARCHAR2, 
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-17  DROP_STAT_TABLE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

stattab ユーザー統計表の識別子。

表表表表 49-18  EXPORT_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 表パーティション名。表がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た列の統計情報がエクスポートされます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。
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例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。 

EXPORT_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の索引に関する統計情報を取り出し、stattab で識別される
ユーザー統計表に格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.EXPORT_INDEX_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   indname  VARCHAR2, 
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-19  EXPORT_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

indname 索引名。

partname 索引パーティション名。索引がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た索引統計情報がエクスポートされます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-18  EXPORT_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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EXPORT_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定の表に関する統計情報を取り出し、ユーザー統計表に格納しま
す。cascade を使用すると、指定した表に関連付けられている索引および列統計情報もす
べてエクスポートされます。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.EXPORT_TABLE_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2, 
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   cascade  BOOLEAN  DEFAULT TRUE,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。 

表表表表 49-20  EXPORT_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 表名。

partname 表パーティション名。表がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た表統計情報がエクスポートされます。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

cascade TRUEの場合は、この表の列と索引の統計情報もまたエクスポー
トされます。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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EXPORT_SCHEMA_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ownnameで識別されるスキーマ内のすべてのオブジェクトに関する
統計情報を取り出し、stattab で識別されるユーザー統計表に格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.EXPORT_SCHEMA_STATS (
   ownname VARCHAR2,
   stattab VARCHAR2, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。 

EXPORT_DATABASE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報を取り出
し、statown .stattab で識別されるユーザー統計表に格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.EXPORT_DATABASE_STATS (
   stattab VARCHAR2, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 49-21  EXPORT_SCHEMA_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

IMPORT_COLUMN_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、stattab で識別されるユーザー統計表から特定の列に関する統計情
報を取り出し、ディクショナリに格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.IMPORT_COLUMN_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2, 
   colname  VARCHAR2,
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-22  EXPORT_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

stattab 統計情報の格納場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含むスキーマ。statown が NULLの場合、データ
ベース内のすべてのスキーマには stattab の名前を持つユー
ザー統計表が含まれているとみなされます。

表表表表 49-23  IMPORT_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 列が所属する表の名前。

colname 列名。

partname 表パーティション名。表がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た列統計情報がインポートされます。
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例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :ユーザー統計表の値が無効または矛盾しています。

IMPORT_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、stattab で識別されるユーザー統計表から特定の索引に関する統計
情報を取り出し、ディクショナリに格納します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.IMPORT_INDEX_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   indname  VARCHAR2,
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-24  IMPORT_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

indname 索引名。

partname 索引パーティション名。索引がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た索引統計情報がインポートされます。

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-23  IMPORT_COLUMN_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
49-28 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :ユーザー統計表の値が無効または矛盾しています。

IMPORT_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、stattab で識別されるユーザー統計表から特定の表に関する統計情
報を取り出し、ディクショナリに格納します。cascade を使用すると、指定した表に関連
付けられている索引および列統計情報もすべてインポートされます。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.IMPORT_TABLE_STATS (
   ownname  VARCHAR2, 
   tabname  VARCHAR2,
   partname VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   stattab  VARCHAR2, 
   statid   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   cascade  BOOLEAN  DEFAULT TRUE,
   statown  VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

表表表表 49-25  IMPORT_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

tabname 表名。

partname 表パーティション名。表がパーティション化されていて、
partname が NULLの場合、グローバルでパーティション化され
た表統計情報がインポートされます。

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

cascade TRUEの場合は、この表の列と索引の統計情報もまたインポート
されます。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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ORA-20001 :ユーザー統計表の値が無効または矛盾しています。

IMPORT_SCHEMA_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ownnameで識別されるスキーマ内のすべてのオブジェクトに関する
統計情報をユーザー統計表から取り出し、ディクショナリに格納します。 

構文構文構文構文
DBMS_STATS.IMPORT_SCHEMA_STATS (
   ownname VARCHAR2,
   stattab VARCHAR2, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :ユーザー統計表の値が無効または矛盾しています。

IMPORT_DATABASE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報をユーザー
統計表から取り出し、ディクショナリに格納します。 

構文構文構文構文
DBMS_STATS.IMPORT_DATABASE_STATS (
   stattab VARCHAR2, 
   statid  VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 49-26  IMPORT_SCHEMA_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname スキーマ名。

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :オブジェクトが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :ユーザー統計表の値が無効または矛盾しています。

オプティマイザ統計情報の収集オプティマイザ統計情報の収集オプティマイザ統計情報の収集オプティマイザ統計情報の収集
次のプロシージャを使用すると、特定のクラスのオプティマイザ統計情報を収集でき、
ANALYZEコマンドによってパフォーマンスの向上が可能になります。

GATHER_INDEX_STATS
GATHER_TABLE_STATS
GATHER_SCHEMA_STATS
GATHER_DATABASE_STATS

statown 、stattab および statid パラメータは、パッケージに対して、新規の統計情報
を収集する前に、指定した表内の現行の統計情報をパックアップするように指示します。

関連オブジェクトに十分な統計情報がある場合、導出オブジェクトの統計情報を生成するた
めに、Oracleは次のプロシージャも提供します。

GENERATE_STATS

GATHER_INDEX_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、索引の統計情報を収集します。これは、ANALYZE INDEX 
[ownname .]indname  [PARTITION  partname]  COMPUTE STATISTICS  |  ESTIMATE 
STATISTICS  SAMPLE estimate_percent  PERCENTを実行するのと同じです。

並列的には実行しません。

表表表表 49-27  IMPORT_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

stattab 統計情報を取り出す場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含むスキーマ。statown が NULLの場合、データ
ベース内のすべてのスキーマには stattab の名前を持つユー
ザー統計表が含まれているとみなされます。
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構文構文構文構文
DBMS_STATS_GATHER_INDEX_STATS (
   ownname          VARCHAR2, 
   indname          VARCHAR2, 
   partname         VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL,
   stattab          VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid           VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown          VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
ORA-20000 :索引が存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効です。

GATHER_TABLE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表と列（および索引）の統計情報を収集します。このプロシージャ
は、可能な限り多くの作業を並列化しますが、個々のパラメータで説明するように、いくつ
かの制限があります。分析する表に対する SELECT権限がユーザーにない場合、この操作は
並列化しません。

表表表表 49-28  GATHER_INDEX_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname 分析する索引のスキーマ。

indname 索引名。

partname パーティション名。

estimate_percent 推定する行のパーセント（NULLは計算を意味します）。有効な範
囲は、0.000001~100です。この値は、よい結果をアーカイブする
ために自動的に増加できます。

stattab 現行の統計情報を保存する場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。
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構文構文構文構文
DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS (
   ownname          VARCHAR2, 
   tabname          VARCHAR2, 
   partname         VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   block_sample     BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1',
   degree           NUMBER   DEFAULT NULL,
   granularity      VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   cascade          BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   stattab          VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid           VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   statown          VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-29  GATHER_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname 分析する表のスキーマ。

tabname 表名。

partname パーティション名。

estimate_percent 推定する行のパーセント（NULLは計算を意味します）。有効な範
囲は、0.000001~100です。この値は、よい結果をアーカイブする
ために自動的に増加できます。

block_sample ランダム行サンプリングのかわりにランダム・ブロック・サンプ
リングを使用するかどうかを示します。ランダム・ブロック・サ
ンプリングがより効率的ですが、データがディスク上にランダム
に分散していない場合、サンプル値はある程度相関があります。
統計情報の推定を行った場合のみ該当します。

method_opt 次の書式の方法オプション（句 'SIZE 1 'は、並列的に統計情報を
収集し非表示の句を使用するために必要です）。

FOR ALL [INDEXED | HIDDEN] COLUMNS [SIZE integer]
FOR COLUMNS [SIZE integer] column|attribute 
[,column|attribute ...]

オプティマイザに関連する表統計情報は、常に収集されます。

degree 並列度（NULLは、表のデフォルト値の使用を意味します）。
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例外例外例外例外
ORA-20000 :表が存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効です。 

GATHER_SCHEMA_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スキーマ内のすべてのオブジェクトに関する統計情報を収集します。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS (
   ownname          VARCHAR2,
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   block_sample     BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1',
   degree           NUMBER   DEFAULT NULL,
   granularity      VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   cascade          BOOLEAN  DEFAULT FALSE);

granularity 収集する統計情報の細分化（表がパーティション化されている場
合のみ該当します）。

DEFAULT:グローバル・レベルでパーティション・レベルの統計
情報を収集します。

SUBPARTITION:サブパーティション・レベルの統計情報を収集
します。

PARTITION:パーティション・レベルの統計情報を収集します。

GLOBAL:グローバルな統計情報を収集します。

ALL:すべての統計情報（サブパーティション、パーティションお
よびグローバル）を収集します。

cascade 表の索引について統計情報を収集します。索引統計情報の収集は
並列化されていません。このオプションを使用することは、表の
各索引で gather_index_stats プロシージャを実行するのと同
じです。

stattab 現行の統計情報を保存する場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-29  GATHER_TABLE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
49-34 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS (
   ownname          VARCHAR2,
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   block_sample     BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1',
   degree           NUMBER   DEFAULT NULL,
   granularity      VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   cascade          BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   stattab          VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid           VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   options          VARCHAR2 DEFAULT 'GATHER', 
   objlist     OUT  ObjectTab,
   statown          VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-30  GATHER_SCHEMA_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname 分析するスキーマ（NULLは現行スキーマを意味します）。

estimate_percent 推定する行のパーセント（NULLは計算を意味します）。有効な範
囲は、0.000001~100です。

block_sample ランダム行サンプリングのかわりにランダム・ブロック・サンプ
リングを使用するかどうかを示します。ランダム・ブロック・サ
ンプリングがより効率的ですが、データがディスク上にランダム
に分散していない場合、サンプル値はある程度相関があります。
統計情報の推定を行った場合のみ該当します。

method_opt 次の書式の方法オプション（句 'SIZE 1 'は、並列的に統計情報を
収集し非表示の句を使用するために必要です）。

FOR ALL [INDEXED | HIDDEN] COLUMNS [SIZE integer]

この値は、すべての個別表に渡されます。

degree 並列度（NULLは、表のデフォルト値の使用を意味します）。
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granularity 収集する統計情報の細分化（表がパーティション化されている場
合のみ該当します）。

DEFAULT:グローバル・レベルでパーティション・レベルの統計
情報を収集します。

SUBPARTITION:サブパーティション・レベルの統計情報を収集
します。

PARTITION:パーティション・レベルの統計情報を収集します。

GLOBAL:グローバルな統計情報を収集します。

ALL:すべての統計情報（サブパーティション、パーティションお
よびグローバル）を収集します。 

cascade 索引についても統計情報を収集します。

索引統計情報の収集は並列化されません。このオプションを使用
することは、表と列の統計情報の収集に加えて、スキーマ内の各
索引で gather_index_stats プロシージャを実行するのと同じ
です。

stattab 現行の統計情報を保存する場所を示すユーザー統計表の識別子。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

options 統計情報を収集するオブジェクトの詳細は、次のように指定しま
す。

GATHER:スキーマ内のすべてのオブジェクトに関する統計情報を
収集します。

GATHER STALE: *_tab_modifications ビューを調べて判別し
た失効オブジェクトに関する統計情報を収集します。また、失効
と判別されたオブジェクトのリストも戻します。

GATHER EMPTY:現在統計情報がないオブジェクトについて統計情
報を収集し、統計情報なしと判別されたオブジェクトのリストも
戻します。

LIST  STALE: *_tab_modifications ビューを調べて判別した失
効オブジェクトのリストを戻します。

LIST  EMPTY:現在統計情報がないオブジェクトのリストを戻しま
す。

objlist 失効または空と判別されたオブジェクトのリスト。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-30  GATHER_SCHEMA_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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例外例外例外例外
ORA-20000 :スキーマが存在しないか、または権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効です。 

GATHER_DATABASE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベース内のすべてのオブジェクトに関する統計情報を収集しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS (
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   block_sample     BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1',
   degree           NUMBER   DEFAULT NULL,
   granularity      VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   cascade          BOOLEAN  DEFAULT FALSE);

DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS (
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   block_sample     BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1',
   degree           NUMBER   DEFAULT NULL,
   granularity      VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   cascade          BOOLEAN  DEFAULT FALSE,
   stattab          VARCHAR2 DEFAULT NULL, 
   statid           VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   options          VARCHAR2 DEFAULT 'GATHER', 
   objlist     OUT  ObjectTab,
   statown          VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 49-31  GATHER_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

estimate_percent 推定する行のパーセント（NULLは計算を意味します）。有効な範
囲は、0.000001~100です。

block_sample ランダム行サンプリングのかわりにランダム・ブロック・サンプ
リングを使用するかどうかを示します。ランダム・ブロック・サ
ンプリングがより効率的ですが、データがディスク上にランダム
に分散していない場合、サンプル値はある程度相関があります。
統計情報の推定を行った場合のみ該当します。
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method_opt 次の書式の方法オプション（句 'SIZE 1 'は、並列的に統計情報を
収集し非表示の句を使用するために必要です）。

FOR ALL [INDEXED | HIDDEN] COLUMNS [SIZE integer]

この値は、すべての個別表に渡されます。

degree 並列度（NULLは、表のデフォルト値の使用を意味します）。

granularity 収集する統計情報の細分化（表がパーティション化されている場
合のみ該当します）。

DEFAULT:グローバル・レベルでパーティション・レベルの統計
情報を収集します。

SUBPARTITION:サブパーティション・レベルの統計情報を収集
します。

PARTITION:パーティション・レベルの統計情報を収集します。

GLOBAL:グローバルな統計情報を収集します。

ALL:すべての統計情報（サブパーティション、パーティションお
よびグローバル）を収集します。

cascade 索引についても統計情報を収集します。索引統計情報の収集は並
列化されません。このオプションを使用することは、表と列の統
計情報の収集に加えて、データベース内の各索引で gather_
index_stats プロシージャを実行するのと同じです。

stattab 現行の統計情報を保存する場所を示すユーザー統計表の識別子。 

統計表は、分析するオブジェクト同じスキーマに常駐するとみな
されるので、各スキーマにこのオプションを使用するための表が
1つ必要です。

statid stattab 内の統計情報を関連付ける識別子（オプション）。

options 統計情報を収集するオブジェクトの詳細は、次のように指定しま
す。

GATHER STALE: *_tab_modifications ビューを調べて判別し
た失効オブジェクトについて、統計情報を収集します。また、失
効と判別されたオブジェクトのリストも戻します。

GATHER EMPTY:現在統計情報がないオブジェクトについて統計情
報を収集し、統計情報なしと判別されたオブジェクトのリストも
戻します。

LIST  STALE: *_tab_modifications ビューを調べて判別した失
効オブジェクトのリストを戻します。

LIST  EMPTY:現在統計情報がないオブジェクトのリストを戻しま
す。

表表表表 49-31  GATHER_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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例外例外例外例外
ORA-20000 :権限が不十分です。

ORA-20001 :入力値が無効です。

GENERATE_STATSプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、関連するオブジェクトで以前に収集した統計情報から、オブジェクト
の統計情報を生成します。完全に移入されたスキーマについては、より正確な統計情報が必
要な場合は、GATHERプロシージャをかわりに使用する必要があります。現在サポートさ
れているオブジェクトは、Bツリー索引とビットマップ索引です。

構文構文構文構文
DBMS_STATS.GENERATE_STATS (
   ownname   VARCHAR2, 
   objname   VARCHAR2,
   organized NUMBER DEFAULT 7);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

objlist 失効または空と判別されたオブジェクトのリスト。

statown stattab を含んだスキーマ（ownnameと異なる場合）。

表表表表 49-32  GENERATE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ownname オブジェクトのスキーマ。

objname オブジェクト名。

organized 索引とその基礎となる表の間で関連付けられた順位付けの量。複
雑に編成されている索引には、ディスク上の連続行を参照する連
続索引キーがその表（同じブロック）に対してあります。複雑に
編成されていない索引には、ディスク上の異なる表ブロックを参
照する連続キーがあります。 

このパラメータは、Bツリー索引に対してのみ使用します。数値
は、0～ 10の範囲で使用でき、0は完全に編成された索引、10は
完全に編成解除された索引を示します。

表表表表 49-31  GATHER_DATABASE_STATS プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
例外例外例外例外
ORA-20000 :サポートされていないオブジェクト型で、オブジェクトは存在しません。

ORA-20001 :無効なオプションまたは無効な統計情報です。

例例例例

使用例使用例使用例使用例  前回統計情報を収集してから、emp表に対して大量の変更がありました。コスト
ベースのオプティマイザが最適プランを選択するために、統計情報を再度収集する必要があ
ります。しかし、ユーザーは、現行プランが許容されると、新規の統計情報によってオプ
ティマイザが誤ったプランを選択することを懸念しています。ユーザーは、次のように指定
できます。

BEGIN
   DBMS_STATS.CREATE_STAT_TABLE ('scott', 'savestats');
   DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS (’scott’, ’emp’, 5, stattab => ’savestats’);
END;

この操作は、新規統計情報を emp表に収集しますが、最初に、元の統計情報をユーザー統計
表 emp.savestats に保存します。

ユーザーが、新規統計情報によってオプティマイザが誤ったプランを生成すると考えている
場合は、元の統計情報を次のように復元できます。

BEGIN
   DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS ('scott', 'emp');
   DBMS_STATS.IMPORT_TABLE_STATS (’scott’, ’emp’, stattab => ’savestats’);
END;
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DBMS_TRACE

Oracle8i PL/SQLは、サーバー上での PL/SQLプログラムの実行をトレースするために、
APIを提供します。サーバー上に DBMS_TRACEパッケージとしてインプリメントされたト
レース APIを使用すると、PL/SQLファンクション、プロシージャおよび例外をトレースで
きます。 

DBMS_TRACEは、セッションで PL/SQLトレースを開始および停止するサブプログラムを
提供します。トレース・データはプログラムの実行時に収集され、Oracle Serverのトレー
ス・ファイルに書き出されます。 

一般的なセッションには、次の処理が含まれます。 

■ セッションで PL/SQLトレースを開始します（DBMS_TRACE.SET_PLSQL_TRACE）。 

■ トレースするアプリケーションを実行します。 

■ セッションでの PL/SQLトレースを停止します（DBMS_TRACE.CLEAR_PLSQL_
TRACE）。 
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要件要件要件要件
このパッケージは、SYSの下で作成する必要があります。 

制限事項制限事項制限事項制限事項
マルチスレッド・サーバー（MTS）では、PL/SQLトレースを使用できません。 

定数定数定数定数
trace_all_calls          constant INTEGER := 1; 
trace_enabled_calls      constant INTEGER := 2; 
trace_all_exceptions     constant INTEGER := 4; 
trace_enabled_exceptions constant INTEGER := 8; 
/* 
 * The version of the trace package. These constants will change as the 
 * package evolves. Use the PLSQL_TRACE_VERSION procedure (described below) 
 * to get the current version of the package. 
 */ 
trace_major_version      constant BINARY_INTEGER := 1; 
trace_minor_version      constant BINARY_INTEGER := 0; 

DBMS_TRACEの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

データ量の制御データ量の制御データ量の制御データ量の制御
大規模なアプリケーションをプロファイルすると、データ量が膨大になる可能性がありま
す。トレース・データの収集に関する特定のプログラム・ユニットを使用可能にして、収集
するデータ量を制御できます。 

プログラム・ユニットは、コンパイルとデバッグを行って使用可能にできます。次のいずれ
かの方法で行います。 

alter session set plsql_debug=true; 
create or replace ... /* create the library units - debug information will be 
generated */ 

または 

/* recompile specific library unit with debug option */ 
alter [PROCEDURE | FUNCTION | PACKAGE BODY]  <libunit-name> compile debug; 
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トレース・データの収集トレース・データの収集トレース・データの収集トレース・データの収集

コールのトレースコールのトレースコールのトレースコールのトレース  使用可能なコールのトレースには、次の 2つのレベルがあります。 

■ レベル 1:すべてのコールをトレースします。これは、定数 trace_all_calls に対応し
ます。

■ レベル 2:使用可能なプログラム・ユニットのみ、コールをトレースします。これは、定
数 trace_enabled_calls に対応します。

リモート・プロシージャ・コール（RPC）については、使用可能かどうかを検出できないた
め、RPCではレベル 1でのみトレースできます。

例外のトレース例外のトレース例外のトレース例外のトレース  例外のトレースには、次の 2つのレベルがあります。 

■ レベル 1:すべての例外をトレースします。これは、定数 trace_all_exceptions に対
応します。 

■ レベル 2:使用可能なプログラム・ユニットのみ、発生した例外をトレースします。これ
は、定数 trace_enabled_exceptions に対応します。

収集されたデータ収集されたデータ収集されたデータ収集されたデータ
使用可能なプログラム・ユニットについてのみトレースが要求されていて、現行のプログラ
ム・ユニットが使用可能ではない場合、トレース・データは書き込まれません。 

現行のプログラム・ユニットが使用可能な場合、コールのトレースでは、プログラム・ユ
ニットの型、名前およびスタックの深さが書き込まれます。 

現行のプログラム・ユニットが使用可能でない場合、コールのトレースでは、プログラム・
ユニットの型、行番号およびスタックの深さが書き込まれます。 

例外のトレースでは、行番号が書き込まれます。例外が発生すると、その例外がユーザー定
義か事前定義のいずれであるかがトレースされ、事前定義の例外の場合は例外番号の情報が
トレースされます。 

注意注意注意注意 : 2番目の方法は、無名ブロックに対しては使用できません。

注意注意注意注意 : コールと例外の両方のトレースとも、レベル 1はレベル 2を上書
きします。たとえば、レベル 1とレベル 2の両方が使用可能な場合は、レ
ベル 1が優先します。 
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約
 

SET_PLSQL_TRACEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、PL/SQLのトレース・データ収集を可能にします。 

構文構文構文構文
DBMS_TRACE.SET_PLSQL_TRACE ( 
   trace_level INTEGER); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CLEAR_PLSQL_TRACEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、トレース・データ収集を使用禁止にします。 

構文構文構文構文
DBMS_TRACE.CLEAR_PLSQL_TRACE; 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

表表表表 50-1  DBMS_TRACE パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

SET_PLSQL_TRACEプロシージャ
（50-4 ページ）

現在のセッションでトレースを開始します。

CLEAR_PLSQL_TRACEプロシージャ
（50-4 ページ）

セッションでのトレース・データのダンプを停止します。

PLSQL_TRACE_VERSIONプロシー
ジャ（50-5 ページ）

トレース・パッケージのバージョン番号を取得します。

表表表表 50-2  SET_PLSQL_TRACE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

trace_level trace_all_calls 、trace_enabled_calls 、trace_all_
exceptions または trace_enabled_exceptions のいずれか
1つの定数を指定する必要があります。 

詳細は、「トレース・データの収集」（50-3ページ） を参照してく
ださい。
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サブプログラムの要約
PLSQL_TRACE_VERSIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、トレース・パッケージのバージョン番号を取得します。DBMS_TRACE
パッケージのバージョン番号とリリース番号を戻します。 

構文構文構文構文
DBMS_TRACE.PLSQL_TRACE_VERSION ( 
   major OUT BINARY_INTEGER, 
   minor OUT BINARY_INTEGER); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 50-3  PLSQL_TRACE_VERSION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

major DBMS_TRACEのバージョン番号。

minor DBMS_TRACEのリリース番号。
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サブプログラムの要約
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DBMS_TRANSACTION

このパッケージは、ストアド・プロシージャから SQLトランザクション文へのアクセスを
提供します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i SQL リファレンス』
CTION 51-1



サブプログラムの要約
要件要件要件要件
このパッケージは、パッケージ所有者 SYSではなく、コール・ユーザーの権限で実行されま
す。 

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 51-1  DBMS_TRANSACTION パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム

READ_ONLYプロシージャ（51-3 ページ）

READ_WRITEプロシージャ（51-3 ページ）

ADVISE_ROLLBACKプロシージャ（51-3 ページ）

ADVISE_NOTHINGプロシージャ（51-4 ページ）

ADVISE_COMMITプロシージャ（51-4 ページ）

USE_ROLLBACK_SEGMENTプロシージャ（51-4 ページ）

COMMIT_COMMENTプロシージャ（51-5 ページ）

COMMIT_FORCEプロシージャ（51-5 ページ）

COMMITプロシージャ（51-6 ページ）

SAVEPOINTプロシージャ（51-6 ページ）

ROLLBACKプロシージャ（51-7 ページ）

ROLLBACK_SAVEPOINTプロシージャ（51-7 ページ）

ROLLBACK_FORCEプロシージャ（51-8 ページ）

BEGIN_DISCRETE_TRANSACTIONプロシージャ（51-8 ページ）

PURGE_MIXEDプロシージャ（51-9 ページ）

PURGE_LOST_DB_ENTRYプロシージャ（51-10 ページ）

LOCAL_TRANSACTION_IDファンクション（51-12 ページ）

STEP_IDファンクション（51-12 ページ）
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サブプログラムの要約
READ_ONLYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

SET TRANSACTION READ ONLY

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.READ_ONLY;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

READ_WRITEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

SET TRANSACTION READ WRITE

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.READ_WRITE;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

ADVISE_ROLLBACKプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ALTER SESSION ADVISE ROLLBACK

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ADVISE_ROLLBACK;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。
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サブプログラムの要約
ADVISE_NOTHINGプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ALTER SESSION ADVISE NOTHING

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ADVISE_NOTHING;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

ADVISE_COMMITプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ALTER SESSION ADVISE COMMIT

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ADVISE_COMMIT;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

USE_ROLLBACK_SEGMENTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT <rb_seg_name>

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.USE_ROLLBACK_SEGMENT (
   rb_name VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-2  USE_ROLLBACK_SEGMENT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

rb_name 使用するロールバック・セグメントの名前。
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サブプログラムの要約
COMMIT_COMMENTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

COMMIT COMMENT <text>

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.COMMIT_COMMENT (
   cmnt VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

COMMIT_FORCEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

COMMIT FORCE <text>, <number>"

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.COMMIT_FORCE (
   xid VARCHAR2, 
   scn VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-3  COMMIT_COMMENTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

cmnt このコミットに関連するコメント。

表表表表 51-4  COMMIT_FORCEプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

xid ローカルまたはグローバルなトランザクション ID。

scn システム変更番号。
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サブプログラムの要約
COMMITプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

COMMIT 

このプロシージャは、PL/SQLの一部としてすでにインプリメントされています。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.COMMIT;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

SAVEPOINTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

SAVEPOINT <savepoint_name>

このプロシージャは、PL/SQLの一部としてすでにインプリメントされています。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.SAVEPOINT (
   savept VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-5  SAVEPOINT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

savept セーブポイントの識別子。
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サブプログラムの要約
ROLLBACKプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ROLLBACK

このプロシージャは、PL/SQLの一部としてすでにインプリメントされています。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ROLLBACK;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

ROLLBACK_SAVEPOINTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ROLLBACK TO SAVEPOINT <savepoint_name>

このプロシージャは、PL/SQLの一部としてすでにインプリメントされています。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ROLLBACK_SAVEPOINT (
   savept VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-6  ROLLBACK_SAVEPOINT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

savept セーブポイントの識別子。
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サブプログラムの要約
ROLLBACK_FORCEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQL文と同じです。 

ROLLBACK FORCE <text>

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.ROLLBACK_FORCE (
   xid VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

BEGIN_DISCRETE_TRANSACTIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、このトランザクションについて離散トランザクション・モードを設定
します。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.BEGIN_DISCRETE_TRANSACTION;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

例外例外例外例外

表表表表 51-7  ROLLBACK_FORCE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

xid ローカルまたはグローバルなトランザクション ID。

表表表表 51-8  BEGIN_DISCRETE_TRANSACTION プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-08175 トランザクションが、離散トランザクションとして実行できない操作
を行おうとしました。

この例外が発生した場合、ロールバックしてトランザクションを再試
行します。

ORA-08176 トランザクションが、ロールバック・データを生成しない操作（索引
の作成、ダイレクト・ロードまたは離散トランザクション）によって
変更されたデータを検出しました。

この例外が発生した場合、例外を受け取った操作を再試行します。
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サブプログラムの要約
例例例例
DISCRETE_TRANSACTION_FAILED exception;
    pragma exception_init(DISCRETE_TRANSACTION_FAILED, -8175);
CONSISTENT_READ_FAILURE exception;
    pragma exception_init(CONSISTENT_READ_FAILURE, -8176); 

PURGE_MIXEDプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
（自動回復で結果を解決せずに）インダウト・トランザクションを強制的にコミットまたは
ロールバックすると、そのトランザクションに混合出力を持つ可能性があります。つまり、
一部のサイトはコミットされ、他はロールバックされます。このような矛盾は Oracleで自
動的に解決できませんが、Oracleは、MIXED列を値 'yes'に設定して、DBA_2PC_PENDING
にあるエントリにフラグ付けを行います。

Oracleでは、混合出力トランザクションの情報が自動的に削除されることはありません。混
合トランザクションの結果として発生したすべての不整合が解決されたことを、アプリケー
ションまたは DBAで確認したら、このプロシージャを使用して、指定した混合出力トラン
ザクションの情報を削除できます。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.PURGE_MIXED (
   xid VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-9  PURGE_MIXEDプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

xid DBA_2PC_PENDING表にある LOCAL_TRAN_ID列の値に設定する必要
があります。
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サブプログラムの要約
PURGE_LOST_DB_ENTRYプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
コミット処理中に障害が発生すると、自動回復機能によって、そのトランザクションに関連
しているすべてのサイトでの結果が一貫して解決されます。ただし、回復の完了前にリモー
ト・データベースが破損または再作成されると、DBA_2PC_PENDING内の回復を制御するた
めに使用するエントリと、それに関連する表が削除されずに、回復処理が定期的に再試行さ
れます。プロシージャ PURGE_LOST_DB_ENTRYでは、このようなトランザクションをロー
カル・サイトから削除できます。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.PURGE_LOST_DB_ENTRY (
   xid VARCHAR2);

 

自動回復の実行前に、トランザクションは、DBA_2PC_PENDINGを "collecting"、
"committed"または "prepared"の状態で表示できます。DBAが "commit force"または
"rollback force"を使用して、インダウト・トランザクションに特定の結果を強制した場合
は、"forced commit"または "forced rollback"の状態も表示できます。自動回復は通常、この
ような状態のエントリを削除します。唯一の例外は、トランザクション内の他のサイトとの
間で整合性がとられていない状態の強制トランザクションが回復処理で見つかった場合で
す。この場合、エントリは表内に残り、MIXED列の値が 'yes'になります。 

ただし、状態によっては、自動回復の実行が不可能な場合があります。たとえば、リモー
ト・データベースが完全に破損した場合です。たとえ再作成しても、新規のデータベース
IDを取得するので、回復処理では識別できません（起こり得るエラーは、ORA-02062）。こ
のような場合、DBAはプロシージャ PURGE_LOST_DB_ENTRYを使用して、"prepared"以
外の状態にあるエントリをクリーン・アップできます。 これらのエントリはデータベース・
リソースを保持していないため、 DBAは特に急いでこれらのエントリを解決する必要はあり
ません。

次の表は、トランザクションについてのさまざまな状態の内容および DBAがとるべきアク
ションを示します。

警告警告警告警告 : PURGE_LOST_DB_ENTRYは、他のデータベースが失われたりは、他のデータベースが失われたりは、他のデータベースが失われたりは、他のデータベースが失われたり
再作成された場合のみ使用してください。再作成された場合のみ使用してください。再作成された場合のみ使用してください。再作成された場合のみ使用してください。 他の目的で使用すると、他の他の目的で使用すると、他の他の目的で使用すると、他の他の目的で使用すると、他の
データベースを回復不能にしたり一貫性のない状態にする可能性がありまデータベースを回復不能にしたり一貫性のない状態にする可能性がありまデータベースを回復不能にしたり一貫性のない状態にする可能性がありまデータベースを回復不能にしたり一貫性のない状態にする可能性がありま
す。す。す。す。
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サブプログラムの要約
注意注意注意注意 1:   重要な再構成が発生して自動回復ではトランザクションを解決できない場合のみ使
用します。例としては、リモート・データベース全体が破損し、ソフトウェアでの再構成に
よって 2フェーズ・コミット機能を失う結果になった場合や TPモニターのような外部トラ
ンザクション・コーディネータからの情報を失った場合などがあります。

注意注意注意注意 2:   不整合を取り除くために調査したり手動で作業を行い、プロシージャ PURGE_
MIXEDを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 51-10  PURGE_LOST_DB_ENTRY プロシージャの状態プロシージャの状態プロシージャの状態プロシージャの状態

列の状態列の状態列の状態列の状態

グローバル・グローバル・グローバル・グローバル・
トランザクトランザクトランザクトランザク
ションの状態ションの状態ションの状態ションの状態

ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・
トランザクトランザクトランザクトランザク
ションの状態ションの状態ションの状態ションの状態

通常の通常の通常の通常の DBA
アクションアクションアクションアクション 代替の代替の代替の代替の DBA アクションアクションアクションアクション

Collecting ロールバック ロールバック なし PURGE_LOST_DB_ENTRY (1)

Committed コミット済 コミット済 なし PURGE_LOST_DB_ENTRY (1)

Prepared 不明 準備済 なし FORCE COMMITまたは
ROLLBACK

Forced commit 不明 コミット済 なし PURGE_LOST_DB_ENTRY (1)

Forced rollback 不明 ロールバック なし PURGE_LOST_DB_ENTRY (1)

Forced commit  
(mixed)

混合 コミット済  (2)

Forced rollback 
(mixed) 

混合 ロールバック (2)

表表表表 51-11  PURGE_LOST_DB_ENTRY プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

xid DBA_2PC_PENDING表にある LOCAL_TRAN_ID列の値に設定する必
要があります。
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サブプログラムの要約
LOCAL_TRANSACTION_IDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現行のトランザクションについてローカルな（インスタンスに対し
て）一意の識別子を戻します。現行のトランザクションがない場合は、NULLを戻します。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.LOCAL_TRANSACTION_ID (
   create_transaction BOOLEAN := FALSE)
  RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

STEP_IDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、トランザクションの DML操作を順序付ける、ローカルで（ローカ
ル・トランザクションに対して）一意の正の整数を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_TRANSACTION.STEP_ID 
   RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

表表表表 51-12  LOCAL_TRANSACTION_ID ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

create_transaction TRUEに設定すると、トランザクションが現在アクティブでない場合
は、トランザクションを開始します。
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DBMS_TTS

このパッケージは、トランスポート可能なセットが自己完結型かどうかをチェックします。
すべての違反が、ビュー TRANSPORT_SET_VIOLATIONSから選択できる一時表に挿入され
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i 管理者ガイド』および『Oracle8i 移行ガイド』
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サブプログラムの要約
例外例外例外例外
ts_not_found  EXCEPTION;
PRAGMA exception_init(ts_not_found, -29304);
ts_not_found_num NUMBER := -29304;
 
invalid_ts_list  EXCEPTION;
PRAGMA exception_init(invalid_ts_list, -29346);
invalid_ts_list_num NUMBER := -29346;

sys_or_tmp_ts     EXCEPTION; 
PRAGMA exception_init(sys_or_tmp_ts, -29351); 
sys_or_tmp_ts_num NUMBER := -29351;

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約
この 2つのプロシージャは、データベース管理者がコールするように設計されています。 

TRANSPORT_SET_CHECKプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、表領域（トランスポート可能）のセットが自己完結型かどうかを
チェックします。このプロシージャのコール後、ユーザーはビューから選択して、違反があ
ればそのリストを調べることができます。ビューで行が戻らない場合、表領域のセットは自
己完結型です。次に例を示します。

SVRMGR> EXECUTE TRANSPORT_SET_CHECK(’foo,bar’, TRUE);
SVRMGR> SELECT * FROM TRANSPORT_SET_VIOLATIONS;

構文構文構文構文
DBMS_TTS.TRANSPORT_SET_CHECK (
   ts_list          IN VARCHAR2, 
   incl_constraints IN BOOLEAN);

表表表表 52-1  DBMS_TTS パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

TRANSPORT_SET_CHECKプロシー
ジャ（52-2 ページ）

表領域（トランスポート可能）のセットが自己完結型か
どうかをチェックします。

DOWNGRADEプロシージャ
（52-3 ページ）

データに関連するトランスポート可能な表領域をダウン
グレードします。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

DOWNGRADEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データに関連するトランスポート可能な表領域をダウングレードしま
す。 

構文構文構文構文
DBMS_TTS.DOWNGRADE;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

表表表表 52-2  TRANSPORT_SET_CHECK プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

ts_list 表領域のカンマで区切られたリスト。

incl_constraints 表領域が自己完結型かどうかを調べるときに、参照整合性制約を考慮
する場合は TRUEを設定します。
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サブプログラムの要約
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DBMS_UTILITY

このパッケージは、各種のユーティリティ・サブプログラムを提供します。

DBMS_UTILITYは、各パーティションに対してジョブを実行します。INIT .ORAパラメータ
の JOB_QUEUE_PROCESSESを正しく設定して、同時実行ジョブの数を制御するのは、ユー
ザーの責任です。正しい構文についての最小限度のエラー・チェックがあります。すべての
エラーは、SNPトレース・ファイルにレポートされます。
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サブプログラムの要約
要件要件要件要件
DBMS_UTILITYは、NAME_RESOLVE、COMPILE_SCHEMAおよび ANALYZE_SCHEMAプロ
シージャに対するコール・ユーザーの権限で実行されます。これは、SQLの正しい動作のた
めに必要です。 

このパッケージは、SYSとして実行されません。権限は、DBMS_DDLを介してチェックされ
ます。 

型型型型
type uncl_array IS TABLE OF VARCHAR2(227) INDEX BY BINARY_INTEGER;
"USER"."NAME"."COLUMN"@LINKのリストは、ここに格納されます。

type name_array IS TABLE OF VARCHAR2(30) INDEX BY BINARY_INTEGER;
NAMEのリストは、ここに格納されます。 

type dblink_array IS TABLE OF VARCHAR2(128) INDEX BY BINARY_INTEGER;
データベース・リンクのリストは、ここに格納されます。 

TYPE index_table_type IS TABLE OF BINARY_INTEGER INDEX BY BINARY_INTEGER;
オブジェクトの生成順序は、ここに戻されます。 

TYPE number_array IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER;
ユーザーのためのオブジェクトの生成順序は、ここに戻されます。

  TYPE instance_record IS RECORD (
       inst_number   NUMBER,
       inst_name     VARCHAR2(60));
  TYPE instance_table IS TABLE OF instance_record INDEX BY BINARY_INTEGER;
アクティブなインスタンス番号とインスタンス名のリスト。 

instance_table の索引の開始は 1で、instance_table は濃密です。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 53-1  DBMS_UTILITY パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム (１１１１ / ３ページ３ページ３ページ３ページ ) 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

COMPILE_SCHEMAプロシージャ
（53-4 ページ）

指定したスキーマ内にあるすべてのプロシージャ、ファン
クション、パッケージおよびトリガーをコンパイルしま
す。

ANALYZE_SCHEMAプロシージャ
（53-5 ページ）

スキーマ内にあるすべての表、クラスタおよび索引を分析
します。

ANALYZE_DATABASEプロシージャ
（53-6 ページ）

データベース内にあるすべての表、クラスタおよび索引を
分析します。
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サブプログラムの要約
FORMAT_ERROR_STACKファンクション
（53-7 ページ）

現行のエラー・スタックをフォーマットします。

FORMAT_CALL_STACKファンクション
（53-7 ページ）

現行の呼出しスタックをフォーマットします。

IS_PARALLEL_SERVERファンクション
（53-8 ページ）

このデータベースがパラレル・サーバー・モードで実行し
ているかどうかを検出します。

GET_TIMEファンクション
（53-8 ページ）

現在の時間を 100分の 1秒単位で検出します。

GET_PARAMETER_VALUEファンクショ
ン（53-9 ページ）

指定した init.oraパラメータの値を取得します。

NAME_RESOLVEプロシージャ
（53-10 ページ）

指定した名前を解決します。

NAME_TOKENIZEプロシージャ
（53-12 ページ）

指定した名前を解析するために解析機能をコールします。

COMMA_TO_TABLEプロシージャ
（53-12 ページ）

名前のカンマで区切られたリストを、PL/SQL名前表に変
換します。

TABLE_TO_COMMAプロシージャ
（53-13 ページ）

PL/SQL名前表を、名前のカンマで区切られたリストに変
換します。

PORT_STRINGファンクション
（53-14 ページ）

Oracleとオペレーティング・システムのバージョンを一
意に識別する文字列を戻します。

DB_VERSIONプロシージャ
（53-14 ページ）

データベースに関するバージョン情報を戻します。

MAKE_DATA_BLOCK_ADDRESSファンク
ション（53-15 ページ）

ファイル番号とブロック番号を指定して、データ・ブロッ
ク・アドレスを作成します。

DATA_BLOCK_ADDRESS_FILEファンク
ション（53-15 ページ）

データ・ブロック・アドレスのファイル番号部分を取得し
ます。

DATA_BLOCK_ADDRESS_BLOCKファン
クション（53-16 ページ）

データ・ブロック・アドレスのブロック番号部分を取得し
ます。

GET_HASH_VALUEファンクション
（53-17 ページ）

指定した文字列についてハッシュ値を計算します。

ANALYZE_PART_OBJECTプロシージャ
（53-18 ページ）

オブジェクトの各パーティションを並列に実行します。

EXEC_DDL_STATEMENTプロシージャ
（53-19 ページ）

parse_string で DDL文を実行します。

表表表表 53-1  DBMS_UTILITY パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム (２２２２ / ３ページ３ページ３ページ３ページ ) 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
COMPILE_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定したスキーマ内にあるすべてのプロシージャ、ファンクション、
パッケージおよびトリガーをコンパイルします。このプロシージャのコール後、ステータス
が INVALID の項目をビュー ALL_OBJECTSから選択して、すべてのオブジェクトが正常に
コンパイルされたかどうかを調べます。 

Enterprise Managerのコマンドを使用すると、INVALID のオブジェクトに関連するエラー
を表示できます。 

SHOW ERRORS <type> <schema>.<name>

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.COMPILE_SCHEMA (
   schema VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

CURRENT_INSTANCEファンクション
（53-19 ページ）

現在接続しているインスタンス番号を戻します。

ACTIVE_INSTANCESプロシージャ
（53-19 ページ）

現在接続しているインスタンス番号と名前のリストおよび
インスタンスの数を戻します。

表表表表 53-2  COMPILE_SCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema スキーマ名。

表表表表 53-3  COMPILE_SCHEMA プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-20000 このスキーマ内のいずれかのオブジェクトに対して権限が
不十分です。

表表表表 53-1  DBMS_UTILITY パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム (３３３３ / ３ページ３ページ３ページ３ページ ) 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
ANALYZE_SCHEMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、スキーマ内にあるすべての表、クラスタおよび索引を分析します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.ANALYZE_SCHEMA (
   schema           VARCHAR2, 
   method           VARCHAR2, 
   estimate_rows    NUMBER   DEFAULT NULL, 
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 53-4  ANALYZE_SCHEMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema スキーマ名。

method ESTIMATE、COMPUTEまたは DELETEのいずれかを設定します。

ESTIMATEの場合は、estimate_rows または estimate_percent
のどちらかをゼロ以外に設定する必要があります。

estimate_rows 推定する行数。

estimate_percent 推定する行のパーセント。 

estimate_rows が指定されている場合、このパラメータは無視され
ます。

method_opt 次の書式の分析方法オプション。

[ FOR TABLE ]
[ FOR ALL [INDEXED] COLUMNS] [SIZE n]
[ FOR ALL INDEXES ]

表表表表 53-5  ANALYZE_SCHEMA プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-20000 このスキーマ内のいずれかのオブジェクトに対して権限が
不十分です。
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サブプログラムの要約
ANALYZE_DATABASEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベース内にあるすべての表、クラスタおよび索引を分析しま
す。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.ANALYZE_DATABASE (
   method           VARCHAR2, 
   estimate_rows    NUMBER   DEFAULT NULL, 
   estimate_percent NUMBER   DEFAULT NULL, 
   method_opt       VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外

表表表表 53-6  ANALYZE_DATABASE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

method ESTIMATE、COMPUTEまたは DELETEのいずれかを設定します。

ESTIMATEの場合は、estimate_rows または estimate_percent
のどちらかをゼロ以外に設定する必要があります。

estimate_rows 推定する行数。

estimate_percent 推定する行のパーセント。

estimate_rows が指定されている場合、このパラメータは無視され
ます。

method_opt 次の書式の分析方法オプション。

[ FOR TABLE ]
[ FOR ALL [INDEXED] COLUMNS] [SIZE n]
[ FOR ALL INDEXES ]

表表表表 53-7  ANALYZE_DATABASE プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外プロシージャの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

ORA-20000 このデータベース内のいずれかのオブジェクトに対して権
限が不十分です。
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サブプログラムの要約
FORMAT_ERROR_STACKファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現行のエラー・スタックをフォーマットします。このファンクショ
ンは、全エラー・スタックを表示するための例外ハンドラで使用できます。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK 
  RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値
最大 2000バイトまでのエラー・スタックを戻します。

FORMAT_CALL_STACKファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現行の呼出しスタックをフォーマットします。このファンクション
は、呼出しスタックにアクセスするための任意ストアド・プロシージャまたはトリガーで使
用できます。このファンクションは、デバッグ時に役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK 
  RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(format_call_stack,WNDS); 

戻り値戻り値戻り値戻り値
最大 2000バイトまでの呼出しスタックを戻します。
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IS_PARALLEL_SERVERファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、このデータベースがパラレル・サーバー・モードで実行しているか
どうかを検出します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.IS_PARALLEL_SERVER 
  RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値
インスタンスがパラレル・サーバー・モードで起動されている場合は TRUEを戻し、そうで
ない場合は FALSEを戻します。

GET_TIMEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現在の時間を 100分の 1秒単位で検出します。これは、主に経過時
間を判断するのに役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.GET_TIME 
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

戻り値戻り値戻り値戻り値
任意の時点からの時間を 100分の 1秒の数で戻します。
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GET_PARAMETER_VALUEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定した init.ora パラメータの値を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.GET_PARAMETER_VALUE (
   parnam IN     VARCHAR2,
   intval IN OUT BINARY_INTEGER,
   strval IN OUT VARCHAR2)
  RETURN BINARY_INTEGER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

例例例例
DECLARE
  parnam VARCHAR2(256);
  intval BINARY_INTEGER;
  strval VARCHAR2(256);
  partyp BINARY_INTEGER;
BEGIN
  partyp := dbms_utility.get_parameter_value('max_dump_file_size',
                                              intval, strval);
  dbms_output.put('parameter value is: ');
  IF partyp = 1 THEN

表表表表 53-8  GET_PARAMETER_VALUE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

parnam パラメータ名。

intval 整数パラメータの値、または文字列パラメータの値の長さ。

strval 文字列パラメータの値。

表表表表 53-9  GET_PARAMETER_VALUE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

partyp パラメータ型。

パラメータが整数またはブール・パラメータの場合は 0。

パラメータが文字列またはファイル・パラメータの場合は
1。
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    dbms_output.put_line(strval);
  ELSE
    dbms_output.put_line(intval);
  END IF;
  IF partyp = 1 THEN
    dbms_output.put('parameter value length is: ');
    dbms_output.put_line(intval);
  END IF;
  dbms_output.put('parameter type is: ');
  IF partyp = 1 THEN
    dbms_output.put_line('string');
  ELSE
    dbms_output.put_line('integer');
  END IF;
END;

NAME_RESOLVEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、指定した名前を解決し、必要に応じてシノニム変換と認可チェックが
含まれます。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE (
   name          IN  VARCHAR2, 
   context       IN  NUMBER,
   schema        OUT VARCHAR2, 
   part1         OUT VARCHAR2, 
   part2         OUT VARCHAR2,
   dblink        OUT VARCHAR2, 
   part1_type    OUT NUMBER, 
   object_number OUT NUMBER);
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
すべてのエラーは、例外を呼び出すことによって処理されます。オブジェクト名の指定時に
起こり得る各種の構文エラーに基づいて、広範囲にわたる例外が用意されています。

表表表表 53-10  NAME_RESOLVE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

name オブジェクト名。 

この名前はフォーム [[a.]b.]c[@d]で指定します。ここで、a、b、cは
SQL識別子、dは DBリンクです。DBリンクでは、構文チェックは実
行されません。DBリンクが指定されている場合や名前が DBリンクの
一部に変換される場合、オブジェクトは解決されませんが、schema、
part1 、part2 および dblink  OUTの各パラメータは入力されます。 

a、bおよび cは、デリミタ付き識別子の場合があり、NLS文字（シン
グルおよびマルチバイト）を含んでいる場合があります。

context 0～ 8の範囲の整数を指定します。

schema オブジェクト cのスキーマ。nameパラメータにスキーマが指定されて
いない場合、schema は、名前を解決して決定されます。

part1 名前の最初の部分。この名前の型は、part1_type に指定されます
（シノニム、プロシージャまたはパッケージ）。

part2 このパラメータが NULL以外の場合は、part1 で示されるパッケージ
内のプロシージャ名です。

dblink このパラメータが NULL以外の場合、データベース・リンクは、name
の一部として指定されたか、または nameがデータベース・リンクの
一部に変換されるシノニムとして指定されたかのいずれかです。後者
の場合、part1_type はシノニムを示します。

part1_type part1 の型は、次のとおりです。

5 シノニム

7 プロシージャ（最上位レベル）

8 ファンクション（最上位レベル）

9 パッケージ

シノニムの場合、nameは、データベース・リンクの一部に変換するシ
ノニムです。ここで、名前変換がさらに必要な場合は、このリモート・
ノードで DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVEプロシージャをコールする
必要があります。
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NAME_TOKENIZEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、解析機能をコールして、"a [. b [. c ]][@ dblink ]"と指定した名前を解
析します。二重引用符を削除するか、または引用符がない場合は大文字に変換します。ソー
トに関するすべてのコメントは無視し、意味的な分析は行いません。不明な値は NULLのま
ま残ります。 

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.NAME_TOKENIZE ( 
   name    IN  VARCHAR2,
   a       OUT VARCHAR2,
   b       OUT VARCHAR2,
   c       OUT VARCHAR2,
   dblink  OUT VARCHAR2, 
   nextpos OUT BINARY_INTEGER);

パラメータパラメータパラメータパラメータ
各 a、b、c および dblink は、それぞれ次の anext 、bnext 、cnext 、dnext の各トーク
ンが開始される場所を示します。

COMMA_TO_TABLEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、名前のカンマで区切られたリストを、PL/SQL名前表に変換します。
このプロシージャは、NAME_TOKENIZEを使用して、名前とカンマを区別します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.COMMA_TO_TABLE ( 
   list   IN  VARCHAR2,
   tablen OUT BINARY_INTEGER,
   tab    OUT UNCL_ARRAY); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 53-11  COMMA_TO_TABLE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

list 表のカンマで区切られたリスト。

tablen PL/SQL表にある表の数。

tab 表名のリストを含んだ PL/SQL表。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
PL/SQL表が、値 1..n と n+1  is  null とともに戻されます。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
list は、空ではないカンマで区切られたリストであることが必要です。カンマで区切られ
たリスト以外の場合は拒否されます。二重引用符内のカンマは無視されます。

tab にある値は、変換されずに元のリストからカットされます。

TABLE_TO_COMMAプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、PL/SQL名前表を、名前のカンマで区切られたリストに変換します。
PL/SQL表を 1..n に変換して n+1  null で終了します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.TABLE_TO_COMMA ( 
   tab    IN  UNCL_ARRAY, 
   tablen OUT BINARY_INTEGER,
   list   OUT VARCHAR2); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
カンマで区切られたリストと表内で検出された要素の数が戻されます（n）。',,,' || ',' || ',,,' 
= ',,,,,,,'に注意してください。

表表表表 53-12  TABLE_TO_COMMA プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

tab 表名のリストを含んだ PL/SQL表。

tablen PL/SQL表にある表の数。

list 表のカンマで区切られたリスト。
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PORT_STRINGファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、オペレーティング・システムと、TWO TASK PROTOCOLバージョン
のデータベースを識別する文字列を戻します。たとえば、"VAX/VMX-7.1.0.0"が戻ります。

最大長はポート固有の長さです。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.PORT_STRING 
   RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(port_string, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

DB_VERSIONプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、データベースに関するバージョン情報を戻します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.DB_VERSION (
   version       OUT VARCHAR2,
   compatibility OUT VARCHAR2); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 53-13  DB_VERSION プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

version データベースの内部ソフトウェア・バージョンを表す文字列（例 : 
7.1.0.0.0）。

この文字列の長さは可変なので、データベース・バージョンに
よって決定されます。

compatibility 互換性がある init .ora パラメータによって決定する、データ
ベースの互換性設定。

このパラメータが init.ora ファイルで指定されていない場合
は、NULLが戻されます。 
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MAKE_DATA_BLOCK_ADDRESSファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ファイル番号とブロック番号を指定したデータ・ブロック・アドレ
スを作成します。データ・ブロック・アドレスは、データベース内のブロックを識別するた
めに使用する内部構造です。このファンクションは、データ・ブロック・アドレスを含んだ
特定の固定表にアクセスするとき役立ちます。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.MAKE_DATA_BLOCK_ADDRESS (
   file  NUMBER, 
   block NUMBER) 
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(make_data_block_address, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

戻り値戻り値戻り値戻り値

DATA_BLOCK_ADDRESS_FILEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、データ・ブロック・アドレスのファイル番号部分を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.DATA_BLOCK_ADDRESS_FILE (
   dba NUMBER) 
  RETURN NUMBER;

表表表表 53-14  MAKE_DATA_BLOCK_ADDRESS ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file ブロックを含んだファイル。

block ブロック増分値に基づくファイル内でのブロックのオフセット。

表表表表 53-15  MAKE_DATA_BLOCK_ADDRESS ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

dba データ・ブロック・アドレス。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(data_block_address_file, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

戻り値戻り値戻り値戻り値

DATA_BLOCK_ADDRESS_BLOCKファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、データ・ブロック・アドレスのブロック番号部分を取得します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.DATA_BLOCK_ADDRESS_BLOCK (
   dba NUMBER) 
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(data_block_address_block, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);

表表表表 53-16  DATA_BLOCK_ADDRESS_FILE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

dba データ・ブロック・アドレス。

表表表表 53-17  DATA_BLOCK_ADDRESS_FILE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

file ブロックを含むファイル。

表表表表 53-18  DATA_BLOCK_ADDRESS_BLOCK ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

dba データ・ブロック・アドレス。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

GET_HASH_VALUEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定した文字列についてハッシュ値を計算します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.GET_HASH_VALUE (
   name      VARCHAR2, 
   base      NUMBER, 
   hash_size NUMBER)
  RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(get_hash_value, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);    

戻り値戻り値戻り値戻り値
ハッシュ値は、入力文字列に基づいています。たとえば、ハッシュ値が 1000～ 3047の範囲
にある文字列についてハッシュ値を取得するには、基礎値として 1000、hash_size 値とし
て 2048を使用します。hash_size パラメータは、2の累乗を使用すると動作が最適になり
ます。

表表表表 53-19  DATA_BLOCK_ADDRESS_BLOCK ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

block ブロックのブロック・オフセット。

表表表表 53-20  GET_HASH_VALUE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

name ハッシュする文字列。

base 戻されるハッシュ値が始まる基礎値。

hash_size 必要とするハッシュ表のサイズ。
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ANALYZE_PART_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、次の SQLと同じです。

ANALYZE TABLE|INDEX [<schema>.]<object_name> PARTITION <pname> [<command_type>] 
[<command_opt>] [<sample_clause>] 

オブジェクトの各パーティションについて、ジョブ・キューを使用して並列に実行します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.ANALYZE_PART_OBJECT (
   schema        IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   object_name   IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   object_type   IN CHAR     DEFAULT 'T',
   command_type  IN CHAR     DEFAULT 'E',
   command_opt   IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   sample_clause IN VARCHAR2 DEFAULT 'SAMPLE 5 PERCENT');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 53-21  ANALYZE_PART_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

schema object_name のスキーマ。

object_name 分析するオブジェクトの名前。パーティション化されている必要があ
ります。

object_type オブジェクトの型。T（表）または I  （索引）である必要があります。

command_type 次のいずれかになります。

C（統計情報の計算）

E（統計情報の推定）

D（統計情報の削除）

V（構造の検証）

command_opt command_type のその他のオプション。

Cと Eについては、FOR表、FORのすべての LOCAL索引、FORのすべ
ての列、または分析統計（表）の 'FOR'オプションをいくつか組み合
せることが可能です。Vについては、object_type が Tのときに
CASCADEが可能です。

sample_clause command_type が 'E'の場合に使用するサンプル句。
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EXEC_DDL_STATEMENTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、parse_string で DDL文を実行します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.EXEC_DDL_STATEMENT (
   parse_string IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CURRENT_INSTANCEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現在接続しているインスタンス番号を戻します。接続しているイン
スタンスが切断されると、NULLを戻します。

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.CURRENT_INSTANCE
   RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

ACTIVE_INSTANCESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ

構文構文構文構文
DBMS_UTILITY.ACTIVE_INSTANCE (
   instance_table   OUT INSTANCE_TABLE,
   instance_count   OUT NUMBER); 

表表表表 53-22  EXEC_DDL_STATEMENT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

parse_string 実行する DDL文。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 53-23  ACTIVE_INSTANCES プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ 説明説明説明説明

instance_table アクティブなインスタンス番号と名前のリストが含まれます。進
行中のインスタンスがない場合（または OPS以外の設定の場合）、
リストは空になります。

instance_count アクティブなインスタンスの数。OPS以外の設定の場合は 0にな
ります。
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DEBUG_EXTPROC

DEBUG_EXTPROCパッケージによって、セッション内の extprocエージェントを起動できま
す。このユーティリティ・パッケージは、外部プロシージャをデバッグするのに役立ちま
す。 
_EXTPROC 54-1



要件要件要件要件
Oracleアカウントに、パッケージに対する EXECUTE権限と、CREATE LIBRARY権限が必
要です。 

インストレーション時の注意インストレーション時の注意インストレーション時の注意インストレーション時の注意
パッケージをインストールするためには、スクリプト DBGEXTP.SQLを実行します。

■ 'extproc'プロセスをデバッグする Oracle USERに、このパッケージをインストールまた
はロードします。

■ DEBUG_EXTPROCパッケージに対する EXECUTE権限があることを確認します。

SELECT SUBSTR(OBJECT_NAME, 1, 20) 
FROM USER_OBJECTS 
WHERE OBJECT_NAME = 'DEBUG_EXTPROC';

■ パッケージに対して EXECUTE権限がある場合は、他のユーザーとしてこのパッケージ
をインストールできます。

DEBUG_EXTPROCの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

使用の前提条件使用の前提条件使用の前提条件使用の前提条件
外部プロシージャ 'extproc'エージェントを起動するためには、リスナーが適切に構成されて
いることが前提です。

また、デバッグ処理を支援するために、デバッグ記号が付いた共有ライブラリを作成してい
ることも前提です。Cコンパイラのマニュアルをチェックして、適切な Cコンパイラ・ス
イッチで、デバッグ記号が付いた共有ライブラリを作成してください。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
■ Oracleに接続して、SQL*Plusまたは OCIプログラムから新規の Oracleセッションを起

動します。

■ プロシージャ DEBUG_EXTPROC.STARTUP_EXTPROC_AGENTを実行して、このセッショ
ンで extprocエージェントを起動し、たとえば、DEBUG_EXTPROC.STARTUP_
EXTPROC_AGENTを実行します。Extprocエージェントが終了してしまうので、この
セッションは終了しないでください。

■ このセッションで起動した extprocエージェントの PIDを判別します。

注意注意注意注意 : DEBUG_EXTPROCは、実行プロセスに連結できるデバッガを使用
して、プラットフォームでのみ稼動します。
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サブプログラムの要約
■ デバッガ（たとえば、gdb、dbxまたはシステム固有のデバッガ）を使用して、extproc
実行ファイルをロードし、実行プロセスに連結します。

■ ファンクション 'pextproc'にブレーク・ポイントを設定し、デバッガが実行を継続でき
るようにします。

■ 最初に DEBUG_EXTPROC.STARTUP_EXTPROC_AGENTを実行した同じセッションで、外
部プロシージャを実行します。

■ デバッガがファンクション 'pextproc'でブレークします。この時点で、PL/SQL外部
ファンクションで参照する共有ライブラリがロードされ、ファンクションが解決されま
す。Cファンクションにブレーク・ポイントを設定し、デバッガが実行を継続できるよ
うにします。 

PL/SQLは、実行時に共有ライブラリをロードするため、使用するデバッガは、共有ライブ
ラリから新規の記号を自動的に追跡管理できる場合とできない場合があります。デバッガ・
コマンドをいくつか発行して、記号をロードできます（たとえば、gdb内の 'share'）。

■ デバッガは、Cファンクションでブレークします。デバッグ記号が付いた共有ライブラ
リを作成しておくことが前提です。

■ デバッグを続行します。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約
DEBUG_EXTPROCには、1つのサブプログラムである STARTUP_EXTPROC_AGENTプロシー
ジャが含まれています。これにより、セッション内で extprocエージェント・プロセスを起
動します。

STARTUP_EXTPROC_AGENTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、セッションで extprocエージェント・プロセスを起動します。これに
より、実行プロセスの PIDを取得できます。この PIDは、デバッガを使用して実行プロセ
スに連結するために必要です。

構文構文構文構文
DEBUG_EXTPROC.STARTUP_EXTPROC_AGENT;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。
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OUTLN_PKG

OUTLN_PKGパッケージには、ストアド・アウトラインの管理に関連するサブプログラムの
ための機能インタフェースが含まれています。

ストアド・アウトラインは、指定した SQL文についての実行プランに関連するストアド・
データです。これによって、オプティマイザは、最初にアウトラインとともに生成されたプ
ランと同じ実行プランを繰り返し再作成できます。アウトラインに格納されたデータの一部
は、プランの安定性を保つために使用するヒントで構成されています。 
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サブプログラムの要約
要件要件要件要件
OUTLN_PKGには、適切なユーザーのみ使用できる管理プロシージャが含まれています。
EXECUTE権限は、DBAが明示的に定めない限り、一般ユーザー・コミュニティにまで拡張
されません。 

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
アウトラインの管理目的に使用可能な PL/SQLファンクションは、そのプロシージャ（また
はパッケージ）に対する EXECUTE権限があるユーザーのみが実行できます。 

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

DROP_UNUSEDプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、SQL文のコンパイルで適用されなくなったアウトラインを削除しま
す。 

構文構文構文構文
OUTLN_PKG.DROP_UNUSED;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
動的 SQLのかわりに作成され、1回のみ使用するためにアプリケーションで生成されたアウ
トラインに DROP_UNUSEDを使用する場合があります。そのような文では、アウトラインは
使用されず、貴重なディスク領域を単に占有するだけです。

表表表表 55-1  OUTLN_PKG パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

DROP_UNUSEDプロシージャ
（55-2 ページ）

作成後に使用されなくなったアウトラインをすべて削除し
ます。

DROP_BY_CATプロシージャ
（55-3 ページ）

特定のカテゴリに属しているすべてのアウトラインを削除
します。

UPDATE_BY_CATプロシージャ
（55-3 ページ）

あるカテゴリにあるすべてのアウトラインのカテゴリを、
新規のカテゴリに変更します。
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サブプログラムの要約
DROP_BY_CATプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、特定のカテゴリに属しているすべてのアウトラインを削除します。 

構文構文構文構文
OUTLN_PKG.DROP_BY_CAT (
   cat VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
アウトラインのカテゴリで、時々パージが必要になるときがあります。このプロシージャ
は、それを 1回のコールで実行します。

例例例例
この例では、DEFAULTカテゴリ内にあるすべてのアウトラインを削除します。

OUTLN_PKG.DROP_BY_CAT('DEFAULT'); 

UPDATE_BY_CATプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、あるカテゴリにあるすべてのアウトラインのカテゴリを、新規のカテ
ゴリに変更します。アウトライン内の SQLテキストがターゲット・カテゴリ内ですでにア
ウトラインを持っている場合は、新規カテゴリにマージされません。

構文構文構文構文
OUTLN_PKG.UPDATE_BY_CAT ( 
   oldcat VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT', 
   newcat VARCHAR2 DEFAULT 'DEFAULT');

表表表表 55-2  DROP_BY_CAT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

cat 削除するアウトラインのカテゴリ。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
アウトラインのセットが希望通りならば、アウトラインを実験的なカテゴリから本番カテゴ
リに移動することが選択できます。同様に、あるカテゴリから別の既存のカテゴリに、アウ
トラインのセットをマージすることもできます。

例例例例
次の例では、DEFAULTカテゴリ内のすべてのアウトラインを CAT1カテゴリに変更します。

OUTLN_PKG.UPDATE_BY_CAT('DEFAULT', 'CAT1'); 

表表表表 55-3  UPDATE_BY_CAT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

oldcat 変更する現行のカテゴリ。

newcat アウトラインを変更するターゲット・カテゴリ。
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UTL_COLL

 UTL_COLLパッケージによって、問合せや更新を行うためのコレクション・ロケータを
PL/SQLプログラムで使用できます。 
TL_COLL 56-1



サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約
現在、このパッケージでサポートしているファンクションは、IS_LOCATORのみです。

IS_LOCATORファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、コレクション項目が実際にロケータかどうかを判別します。

構文構文構文構文
UTL_COLL.IS_LOCATOR (
   collection IN ANY) 
  RETURNS BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

プラグマプラグマプラグマプラグマ
WNDS、WNPSおよび RNPSの各プラグマの断言。

例外例外例外例外
なし。

表表表表 56-1  IS_LOCATOR ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

collection ネストした表または VARRAY項目。

表表表表 56-2  IS_LOCATOR ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

1 コレクション項目はロケータです。

0 コレクション項目はロケータではありません。
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例例例例
CREATE OR REPLACE TYPE list_t as TABLE OF VARCHAR2(20); 
/ 
 
CREATE OR REPLACE TYPE phone_book_t AS OBJECT ( 
  pno  number, 
  ph   list_t ); 
/ 
 
CREATE TABLE phone_book OF phone_book_t 
      NESTED TABLE ph STORE AS nt_ph; 
CREATE TABLE phone_book1 OF phone_book_t 
      NESTED TABLE ph STORE AS nt_ph_1 RETURN LOCATOR; 
 
INSERT INTO phone_book VALUES(1, list_t('650-633-5707','650-323-0953')); 
INSERT INTO phone_book1 VALUES(1, list_t('415-555-1212')); 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE chk_coll IS 
  plist list_t; 
  plist1 list_t; 
BEGIN 
  SELECT ph INTO plist FROM phone_book WHERE pno=1; 
 
  SELECT ph INTO plist1 FROM phone_book1 WHERE pno=1; 
 
  IF (UTL_COLL.IS_LOCATOR(plist)) THEN 
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('plist is a locator'); 
  ELSE 
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('plist is not a locator'); 
  END IF; 
 
  IF (UTL_COLL.IS_LOCATOR(plist1)) THEN 
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('plist1 is a locator'); 
  ELSE 
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('plist1 is not a locator'); 
  END IF; 
 
END chk_coll; 
 
SET SERVEROUTPUT ON 
EXECUTE chk_coll;
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UTL_FILE

UTL_FILE パッケージによって、ユーザーは PL/SQLプログラムでオペレーティング・シス
テム（OS）のテキスト・ファイルの読取りと書込みができます。このパッケージは、標準
OSのストリーム・ファイル入出力（I/O）の制限付きバージョンを提供します。

このファイル I/O機能は、標準オペレーティング・システムのストリーム・ファイル I/O
（OPEN、GET、PUT、CLOSE）と同様ですが、いくつかの制限があります。たとえば、
FOPENファンクションをコールすると、ファイル・ハンドルが戻されます。後続の GET_
LINE または PUTのコールでこのファイル・ハンドルを使用し、ファイルへのストリーム
I/Oを実行します。ファイルの I/Oが終了した場合は、FCLOSEをコールして出力を完了
し、そのファイルに関連しているリソースを解放します。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
PL/SQLのファイル I/O機能は、PL/SQLのクライアント側とサーバー側の両方で使用可能
です。クライアント・インプリメンテーション（テキスト I/O）は、オペレーティング・シ
ステムによる通常のファイル許可検査の対象であるため、追加セキュリティ制約は不要で
す。ただし、サーバー・インプリメンテーションは権限モードで稼働する場合があり、この
機能の範囲を制限するための追加セキュリティ制約を必要とします。

 

サーバーのセキュリティサーバーのセキュリティサーバーのセキュリティサーバーのセキュリティ
PL/SQLのファイル I/Oに対するサーバー・セキュリティは、アクセス可能なディレクトリ
への制限で構成されています。アクセス可能なディレクトリは、インスタンス・パラメータ
の初期設定ファイル（INIT .ORA）で指定する必要があります。 

次のように UTL_FILE_DIR パラメータを使用して、初期設定ファイル内の UTL_FILE ファ
ンクションにアクセス可能なディレクトリを指定します。

UTL_FILE_DIR = <directory name>

インスタンスの初期設定ファイルに行 UTL_FILE_DIR = /usr/jsmith/my_app が含まれ
ている場合、ディレクトリ /usr/jsmith/my_app は、FOPENファンクションからアクセ
ス可能です。 大小文字を区別するオペレーティング・システムでは、/usr/jsmith/My_
Appという名前のディレクトリはアクセス不可になることに注意してください。 

パラメータ仕様部の UTL_FILE_DIR  = *には特別な意味があります。このエントリは、ディ
レクトリのアクセス検査をオフにして、UTL_FILE ファンクションからすべてのディレクト
リにアクセスできるようにします。

注意注意注意注意 : UTL_FILE パッケージは、Oracle Procedure Builderが提供してい
るクライアント側の TEXT_IOパッケージと類似しています。サーバー・
インプリメンテーションに対する制約事項には、UTL_FILE と TEXT_IO
の間である程度の API差異が必要です。PL/SQLのファイル I/Oでは、
PL/SQL例外を使用して、ユーザーにエラーが戻されます。

注意注意注意注意 : ディレクトリの仕様部は、プラットフォームによって異なります。
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ファイルの所有権と保護ファイルの所有権と保護ファイルの所有権と保護ファイルの所有権と保護
UNIXシステムでは、FOPENファンクションで作成したファイルにはそのファイルの所有
者、つまりインスタンスを実行するシャドウ・プロセスの所有者がいます。通常の場合、こ
の所有者は oracleです。FOPENで作成したファイルは、UTL_FILE サブプログラムを使用
して常に読込みと書込みができますが、非権限ユーザーがこれらのファイルを PL/SQL以外
で読み込む場合は、システム管理者によるアクセス権の設定が必要です。

例（例（例（例（UNIX固有）固有）固有）固有）
パラメータ初期設定ファイルに次の行のみ含まれている場合は、

UTL_FILE_DIR=/appl/gl/log
UTL_FILE_DIR=/appl/gl/out

次のファイルの場所とファイル名が有効です。

FILE LOCATION             FILENAME
/appl/gl/log              L10324.log
/appl/gl/out              O10324.out

ただし、次のファイルの場所とファイル名は無効です。

FILE LOCATION             FILENAME
/appl/gl/log/backup       L10324.log          # subdirectory
/APPL/gl/log              L10324.log          # uppercase
/appl/gl/log              backup/L10324.log   # dir in name
/usr/tmp                  T10324.tmp          # not in INIT.ORA

注意注意注意注意 :

'*'オプションの使用には、細心の注意を払ってください。このオプションオプションの使用には、細心の注意を払ってください。このオプションオプションの使用には、細心の注意を払ってください。このオプションオプションの使用には、細心の注意を払ってください。このオプション
は、本番のシステムでは使用しないことをお薦めします。また、アクセスは、本番のシステムでは使用しないことをお薦めします。また、アクセスは、本番のシステムでは使用しないことをお薦めします。また、アクセスは、本番のシステムでは使用しないことをお薦めします。また、アクセス
可能ディレクトリのリストに可能ディレクトリのリストに可能ディレクトリのリストに可能ディレクトリのリストに '.'（（（（UNIXの現行ディレクトリ）を含めないの現行ディレクトリ）を含めないの現行ディレクトリ）を含めないの現行ディレクトリ）を含めない
でください。でください。でください。でください。

シンボリック・リンクが使用可能なファイル・システム上でセキュリティシンボリック・リンクが使用可能なファイル・システム上でセキュリティシンボリック・リンクが使用可能なファイル・システム上でセキュリティシンボリック・リンクが使用可能なファイル・システム上でセキュリティ
を保証するために、を保証するために、を保証するために、を保証するために、 PL/SQLファイルファイルファイルファイル I/Oファンクションでアクセスできファンクションでアクセスできファンクションでアクセスできファンクションでアクセスでき
るディレクトリへの書込み許可をユーザーに与えないでください。シンボるディレクトリへの書込み許可をユーザーに与えないでください。シンボるディレクトリへの書込み許可をユーザーに与えないでください。シンボるディレクトリへの書込み許可をユーザーに与えないでください。シンボ
リック・リンクとリック・リンクとリック・リンクとリック・リンクと PL/SQLファイルファイルファイルファイル I/Oは、通常のオペレーティング・シは、通常のオペレーティング・シは、通常のオペレーティング・シは、通常のオペレーティング・シ
ステムの許可検査を迂回するために使用できます。また、他の方法ではアステムの許可検査を迂回するために使用できます。また、他の方法ではアステムの許可検査を迂回するために使用できます。また、他の方法ではアステムの許可検査を迂回するために使用できます。また、他の方法ではア
クセスできないディレクトリにユーザーが読込みまたは書込みアクセスをクセスできないディレクトリにユーザーが読込みまたは書込みアクセスをクセスできないディレクトリにユーザーが読込みまたは書込みアクセスをクセスできないディレクトリにユーザーが読込みまたは書込みアクセスを
できるようにします。できるようにします。できるようにします。できるようにします。 
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型型型型
TYPE file_type IS RECORD (id BINARY_INTEGER);

FILE_TYPE の内容は、UTL_FILE パッケージ専用です。このパッケージのユーザーは、こ
のレコードのコンポーネントの参照または変更は行わないでください。

例外例外例外例外

これらのパッケージ例外に加えて、UTL_FILE パッケージ内のプロシージャが、NO_DATA_
FOUNDや VALUE_ERRORなどの事前定義済みの PL/SQL例外を発生させることもあります。

注意注意注意注意 : ユーザー・レベルのファイル許可はありません。ユーザー・レベルのファイル許可はありません。ユーザー・レベルのファイル許可はありません。ユーザー・レベルのファイル許可はありません。UTL_FILE_DIR
パラメータで指定されたすべてのファイルの場所は、ファイルパラメータで指定されたすべてのファイルの場所は、ファイルパラメータで指定されたすべてのファイルの場所は、ファイルパラメータで指定されたすべてのファイルの場所は、ファイル I/Oプロプロプロプロ
シージャのすべてのユーザーが、読込みと書込みのために使用できます。シージャのすべてのユーザーが、読込みと書込みのために使用できます。シージャのすべてのユーザーが、読込みと書込みのために使用できます。シージャのすべてのユーザーが、読込みと書込みのために使用できます。
これによって、オペレーティング・システムのファイル許可を上書きできこれによって、オペレーティング・システムのファイル許可を上書きできこれによって、オペレーティング・システムのファイル許可を上書きできこれによって、オペレーティング・システムのファイル許可を上書きでき
ます。ます。ます。ます。

表表表表 57-1  UTL_FILE パッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外

例外名例外名例外名例外名 説明説明説明説明

INVALID_PATH ファイルの場所またはファイル名が無効です。

INVALID_MODE FOPENの open_mode パラメータが無効です。

INVALID_FILEHANDLE ファイル・ハンドルが無効です。

INVALID_OPERATION 要求どおりにファイルをオープンできないか、または操作できませ
ん。

READ_ERROR 読込み操作中にオペレーティング・システムのエラーが発生しまし
た。

WRITE_ERROR 書込み操作中にオペレーティング・システムのエラーが発生しまし
た。

INTERNAL_ERROR PL/SQL内の未指定エラー。
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 57-2  UTL_FILE のサブプログラムのサブプログラムのサブプログラムのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

FOPENファンクション
（57-6 ページ）

デフォルトの行サイズで入力用または出力用ファイルをオープ
ンします。

IS_OPENファンクション
（57-7 ページ）

ファイル・ハンドルが、オープンしているファイルを参照して
いるかどうかを判別します。

FCLOSEプロシージャ
（57-8 ページ）

ファイルをクローズします。

FCLOSE_ALLプロシージャ
（57-8 ページ）

オープンしているファイル・ハンドルをすべてクローズします。

GET_LINEプロシージャ
（57-9 ページ）

オープンしているファイルから、テキストを 1行読み込みます。

PUTプロシージャ
（57-10 ページ）

ファイルに 1行を書き込みます。行終了記号は追加されません。

NEW_LINEプロシージャ
（57-11 ページ）

1つ以上の OS固有の行終了記号をファイルに書き込みます。

PUT_LINEプロシージャ
（57-12 ページ）

ファイルに 1行を書き込みます。OS固有の行終了記号が追加さ
れます。

PUTFプロシージャ
（57-12 ページ）

フォーマット付きの PUTプロシージャです。

FFLUSHプロシージャ
（57-14 ページ）

保留中のすべての出力データを物理的にファイルへ書き込みま
す。

FOPENファンクション
（57-14 ページ）

指定した最大行サイズでファイルをオープンします。
UTL_FILE 57-5
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FOPENファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、入力用または出力用にファイルをオープンします。ファイルの場所
は、インスタンスの初期化パラメータ UTL_FILE_DIR で定義されているアクセス可能な
ディレクトリであることが必要です。ディレクトリのパスは事前に存在している必要があ
り、FOPENでは作成されません。 

FOPENは、ファイル・ハンドルを戻します。このファイル・ハンドルは、ファイル上のすべ
ての後続 I/O操作で使用する必要があります。

このバージョンの FOPENは、最大行サイズのパラメータを使用しません。したがって、デ
フォルト（ほとんどのシステムで 1023）が使用されます。異なる最大行サイズを指定するに
は、二重定義されたバージョンの「FOPENファンクション」（57-14ページ）を使用します。 

最大 50ファイルまで同時にオープンできます。

構文構文構文構文
UTL_FILE.FOPEN (
   location  IN VARCHAR2,
   filename  IN VARCHAR2,
   open_mode IN VARCHAR2)
  RETURN UTL_FILE.FILE_TYPE;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 57-3  FOPENファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

location ファイルをオープンするディレクトリを指定する、オペレーティング・
システム固有の文字列。

filename ファイルの名前。拡張子（ファイル・タイプ）が含まれ、ディレクト
リ・パス情報はありません。（UNIXオペレーティング・システムでは、
ファイル名を '/'で終了させることはできません）。

open_mode ファイルのオープン方法を指定する文字列（大文字も小文字も使用でき
ます）。

サポートされている値、およびその値を指定して使用できる UTL_FILE
プロシージャは次のとおりです。

'r ' テキストの読込み （GET_LINE）

'w' テキストの書込み （PUT、PUT_LINE、NEW_LINE、PUTF、FFLUSH）

'a' テキストの追加（PUT、PUT_LINE、NEW_LINE、PUTF、FFLUSH）
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値
FOPENは、そのファイルを操作する後続プロシージャすべてに渡す必要のあるファイル・ハ
ンドルを戻します。ファイル・ハンドルの特定の内容は、UTL_FILE パッケージ専用であ
り、UTL_FILE のユーザーは、個々のコンポーネントの参照または変更を行わないでくださ
い。

 

例外例外例外例外
INVALID_PATH
INVALID_MODE
INVALID_OPERATION

IS_OPENファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、オープンしているファイルをファイル・ハンドルが識別するかどう
かをテストします。IS_OPENは、ファイル・ハンドルが、オープンしたがクローズしてい
ないファイルを示すかどうかのみ報告します。このファンクションは、ユーザーがファイ
ル・ハンドルを使用しようとしたときに、オペレーティング・システムのエラーが発生しな
いことを保証するものではありません。

構文構文構文構文
UTL_FILE.IS_OPEN (
   file  IN FILE_TYPE)
  RETURN BOOLEAN;

注意注意注意注意 : open_mode の値 'a'を使用して、存在しないファイルをオープン
すると、そのファイルは書込み（'w'）モードで作成されます。

注意注意注意注意 : ファイルの場所とファイル名の各パラメータは、別々の文字列と
して FOPENファンクションに指定されるため、初期化ファイルで指定し
たとおりに、アクセス可能なディレクトリのリストと照合してファイルの
場所をチェックできます。ファイルの場所と名前でシステム上の正しい
ファイル名を示し、そのディレクトリがアクセス可能であることが必要で
す。アクセス可能なディレクトリのサブディレクトリは、必ずしもアクセ
ス可能である必要はありません。サブディレクトリも初期設定ファイルの
完全パス名を使用して指定する必要があります。

UNIXでの Cシェル環境変数などのオペレーティング・システム固有のパ
ラメータは、ファイルの場所またはファイル名のパラメータでは使用でき
ません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
TRUEまたは FALSE。

例外例外例外例外
なし。

FCLOSEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイル・ハンドルが示すオープン・ファイルをクローズします。
FCLOSEの実行時に、まだ書き込んでいないデータがバッファに残っていると、ファイルの
クローズ時にWRITE_ERROR例外を受け取る場合があります。

構文構文構文構文
UTL_FILE.FCLOSE (
   file IN OUT FILE_TYPE);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
WRITE_ERROR
INVALID_FILEHANDLE

FCLOSE_ALLプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、セッションでオープンしているすべてのファイル・ハンドルをクロー
ズします。これは、PL/SQLプログラムの例外終了などの非常時のクリーン・アップ・プロ
シージャとして使用します。

表表表表 57-4  IS_OPENファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

表表表表 57-5  FCLOSE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。
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構文構文構文構文
UTL_FILE.FCLOSE_ALL;

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし。

例外例外例外例外
WRITE_ERROR

GET_LINEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイル・ハンドルが示すオープン・ファイルからテキストを 1行読
み込んで、出力バッファ・パラメータに配置します。テキストは、ファイルの終わりまで読
み込まれますが、行の終了記号は含まれません。

行がバッファに収まらない場合は、VALUE_ERROR例外が発生します。"ファイルの終わり "
に到達したためにテキストが読み込まれなかった場合は、NO_DATA_FOUND例外が発生しま
す。

行終了記号の文字はバッファに読み込まれないため、ブランク行を読み込むと空の文字列が
戻されます。

FOPENの二重定義されたバージョンで大きいサイズを指定しない限り、入力レコードの最大
サイズは 1023バイトです。

構文構文構文構文
UTL_FILE.GET_LINE (
   file        IN  FILE_TYPE,
   buffer      OUT VARCHAR2);

注意注意注意注意 : FCLOSE_ALLは、ユーザーが保持しているオープン・ファイル・
ハンドルの状態は変更しません。つまり、ファイルはクローズされていて
も、FCLOSE_ALLコール後のファイル・ハンドルの IS_OPENテストでは
TRUEが戻されます。FCLOSE_ALLの前にオープンされたファイルには、
以降の読込み操作や書込み操作を行うことができません。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
READ_ERROR
NO_DATA_FOUND
VALUE_ERROR

PUTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
PUTプロシージャは、ファイル・ハンドルが示すオープン・ファイルに、バッファ・パラ
メータ内に格納されているテキスト文字列を書き込みます。このファイルは書込み操作用に
オープンされる必要があります。PUTは、行終了記号を追加しません。行の終了には NEW_
LINE を使用するか、または PUT_LINEを使用して行終了記号付きの完全な 1行を書き込ん
でください。

二重定義されたバージョンの FOPENで大きいサイズを指定しない限り、入力レコードの最
大サイズは 1023バイトです。

構文構文構文構文
UTL_FILE.PUT (
   file      IN FILE_TYPE,
   buffer    IN VARCHAR2);

表表表表 57-6  GET_LINE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

ファイルは読込み用（モード 'r '）としてオープンする必要があり
ます。そうでない場合は、INVALID_OPERATION例外が発生しま
す。

buffer ファイルから読み込んだ行を受け取るデータ・バッファ。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
WRITE_ERROR

NEW_LINEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、入力ファイル・ハンドルが示すファイルに、1つ以上の行終了記号を
書き込みます。行終了記号はプラットフォーム固有の文字や文字列であるため、このプロ
シージャは PUTとは異なります。

構文構文構文構文
UTL_FILE.NEW_LINE (
   file     IN FILE_TYPE,
   lines    IN NATURAL := 1);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
WRITE_ERROR

表表表表 57-7  PUTプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

buffer ファイルに書き込むテキストを含んだバッファ。

ファイルはモード 'w'またはモード 'a'を使用してオープンする必
要があります。これ以外のモードを使用すると、INVALID_
OPERATION例外が発生します。

表表表表 57-8  NEW_LINE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

lines ファイルに書き込む行終了記号の数。
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PUT_LINEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ファイル・ハンドルが示すオープン・ファイルに、バッファ・パラ
メータ内に格納されているテキスト文字列を書き込みます。ファイルは書込み操作用にオー
プンされる必要があります。PUT_LINEは、プラットフォーム固有の行終了記号の文字また
は文字列で行を終了します。

FOPENの二重定義バージョンで大きい値を指定しない限り、出力レコードの最大サイズは
1023バイトです。 

構文構文構文構文
UTL_FILE.PUT_LINE (
   file    IN FILE_TYPE,
   buffer  IN VARCHAR2);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
WRITE_ERROR

PUTFプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、フォーマットされた PUTプロシージャです。これは、制限付きの
printf ()のように動作します。フォーマット文字列には任意のテキストを指定できますが、
文字 '%s'と '\n'には次のような特別な意味があります。

表表表表 57-9  PUT_LINE プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

buffer ファイルに書き込む行を含んだテキスト・バッファ。

%s この文字列を引数リスト内の次の引数の文字列値に置き換えます。

\n 適切なプラットフォーム固有の行終了記号に置き換えます。
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構文構文構文構文
UTL_FILE.PUTF (
   file    IN FILE_TYPE,
   format  IN VARCHAR2,
   [arg1   IN VARCHAR2  DEFAULT NULL,
   . . .  
   arg5    IN VARCHAR2  DEFAULT NULL]); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例例例例
次に、行を書き込む例を示します。

Hello, world!
I come from Zork with greetings for all earthlings.

my_world  varchar2(4) := 'Zork';
...
PUTF(my_handle, 'Hello, world!\nI come from %s with %s.\n',
                my_world,
                'greetings for all earthlings');

引数より多い%sフォーマッタがフォーマット・パラメータ内にある場合は、対応する引数
のない%sは空の文字列に置き換えられます。

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
WRITE_ERROR

表表表表 57-10  PUTF プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

format テキストやフォーマット文字 '\n'と '%s'を含むことができる
フォーマット文字列。

arg1..arg5 1～ 5個までのオプションの引数文字列。

引数文字列は、フォーマット文字列内の '%s'フォーマッタに、順
序正しく置き換えられます。

引数より多いフォーマッタがフォーマット・パラメータ文字列内
にある場合は、引数のない各 '%s'は空の文字列に置き換えられま
す。
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FFLUSHプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
FFLUSHは、ファイル・ハンドルが示すファイルに、保留中のすべてのデータを物理的に書
き込みます。ファイルに書き込むデータは通常バッファリングされます。FFLUSHプロシー
ジャは、バッファリングされているデータを強制的にファイルに書き込みます。

フラッシュは、まだオープンしているファイルを読み込む必要がある場合に役立ちます。た
とえば、デバッグ・メッセージをファイルにフラッシュして、即時に読み込むことができま
す。 

構文構文構文構文
UTL_FILE.FFLUSH (
   file  IN FILE_TYPE);
invalid_maxlinesize  EXCEPTION;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

例外例外例外例外
INVALID_FILEHANDLE
INVALID_OPERATION
WRITE_ERROR

FOPENファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ファイルをオープンします。最大 50ファイルまで同時にオープン
できます。

表表表表 57-11  FFLUSH プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

file FOPENコールが戻すアクティブなファイル・ハンドル。

注意注意注意注意 : このバージョンの FOPENでは、最大行サイズを任意に指定できま
す。別のバージョンの「FOPENファンクション」（57-6ページ）では、デ
フォルトの行サイズが使用されます。
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構文構文構文構文
UTL_FILE.FOPEN (
   location     IN VARCHAR2,
   filename     IN VARCHAR2,
   open_mode    IN VARCHAR2,
   max_linesize IN BINARY_INTEGER) 
  RETURN file_type;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

例外例外例外例外
INVALID_PATH:  ファイルの場所またはファイル名が無効です。

INVALID_MODE: open_mode の文字列が無効です。

INVALID_OPERATION: ファイルを要求どおりにオープンできません。

INVALID_MAXLINESIZE:  指定した max_linesize が大きすぎるか、または小さすぎま
す。

表表表表 57-12  FOPENファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

location ファイルのディレクトリ位置。

filename ファイル名（拡張子を含む）。

open_mode オープン・モード（'r '、'w'、'a'）。

max_linesize 改行文字を含むこのファイルの 1行あたりの最大文字数（最小値
は 1、最大値は 32767）。

表表表表 57-13  FOPENファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

file_type オープン・ファイルのハンドル。
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UTL_HTTP

UTL_HTTPは、PL/SQLと SQLからハイパー・テキスト転送プロトコル（HTTP）のコール
アウトを行います。ユーザーはこのファンクションを使用して、インターネット上のデータ
にアクセスしたり、Oracle Web Serverカートリッジをコールできます。 

UTL_HTTPには、REQUESTと REQUEST_PIECESの 2つの類似したエントリポイントが含
まれています。各ファンクションは、ユニバーサル・リソース・ロケータ（URL）の文字列
を取得し、サイトに接続して、そのサイトで取得したデータ（一般的には HTML、ハイ
パー・テキスト・マークアップ言語）を戻します。 
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例外例外例外例外

前述の 2つの例外は、例外ハンドラで明示的に取得しない限り、次のメッセージがレポート
されます。ORA-06510 : PL/SQL: ユーザー定義の例外が処理されませんでした。
これらの例外はこのシステム・パッケージで定義されますが、ユーザー定義としてレポート
されます。

HTTP要求の処理中にその他の例外状況が発生した場合（メモリー不足エラーなど）、ファ
ンクション REQUESTまたは REQUEST_PIECESは、その例外を再発生させます。 

指定した URLへの要求から応答がない場合（たとえば、URLに対応するサイトに接続でき
ないため）は、フォーマットされた HTMLエラー・メッセージが戻されます。次に例を示
します。

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Error Message</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Fatal Error 500</H1>
Can't Access Document:  http://home.nothing.comm.
<P>
<B>Reason:</B> Can’t locate remote host:  home.nothing.comm.
<P>
 
<P><HR>
<ADDRESS><A HREF="http://www.w3.org">
CERN-HTTPD3.0A</A></ADDRESS>
</BODY>
</HTML>  

表表表表 58-1  UTL_HTTP パッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外

例外例外例外例外 説明説明説明説明

INIT_FAILED HTTPコールアウト・サブシステムの初期化に失敗しました（使
用可能メモリーの不足などの環境的な理由による）。

REQUEST_FAILED HTTPコールに失敗しました（たとえば、HTTPデーモンに失敗
した場合、REQUESTや REQUEST_PIECESへの引数が NULLか
HTTP以外の構文であるために、URLとして解釈できない場合な
ど）。
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
同一マシン（同一の権限や環境変数など）でブラウザを使用して URLに接続できない場合、
REQUESTまたは REQUEST_PIECESで、その URLへの接続が成功することは期待できませ
ん。

REQUESTまたは REQUEST_PIECESに失敗した場合（たとえば、例外が発生した場合や
HTMLフォーマットのエラー・メッセージが戻された場合で、URL引数は正しいと考えら
れる場合）は、ブラウザで同じ URLに接続を試みて、ユーザーのマシンからネットワーク
の可用性を検証します。ユーザーのブラウザにプロキシ・サーバー・セットがある場合、そ
のセットは、オプションの proxy パラメータを使用して REQUESTまたは REQUEST_
PIECESの各コールごとに設定する必要があります。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

REQUESTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定した URLから取り出したデータの最初の 2000バイトまでを戻
します。

構文構文構文構文
UTL_HTTP.REQUEST (
   url   IN VARCHAR2,
   proxy IN VARCHAR2 DEFAULT NULL) 
  RETURN VARCHAR2;

注意注意注意注意 : UTL_HTTPでは、環境変数を使用してそのプロキシ動作を指定す
ることもできます。たとえば、UNIXでは、環境変数 http_proxy を
URLに設定することによって、そのサービスを HTTP要求のプロキシ・
サーバーとして使用するように指定します。また、環境変数 no_proxy  を
ドメイン名に設定することによって、そのドメインの URLではHTTPプ
ロキシ・サーバーを使用しないように指定します。 

表表表表 58-2  UTL_HTTP パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

REQUESTファンクション
（58-3 ページ）

指定した URLから取り出したデータの最初の 2000バイトま
でを戻します。

REQUEST_PIECESファンクション
（58-5 ページ）

指定した URLから取り出したデータについて、2000バイ
ト・ピースの PL/SQL表を戻します。
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プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references (request, wnds, rnds, wnps, rnps);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
戻り型は長さ 2000以下の文字列で、引数 URLへの HTTP要求から戻された HTML結果か
ら最初の 2000バイトまでが含まれます。

例外例外例外例外
INIT_FAILED
REQUEST_FAILED

例例例例
SVRMGR> SELECT utl_http.request('http://www.oracle.com/') FROM dual;
UTL_HTTP.REQUEST('HTTP://WWW.ORACLE.COM/')                         
<html>
<head><title>Oracle Corporation Home Page</title>
<!--changed Jan. 16, 19
1 row selected.

firewallの内側にいる場合は、proxy パラメータを含めます。たとえば、Oracle  firewall内
には、www-proxy .us .oracle .comという名前のプロキシ・サーバーがあります。

SVRMGR> SELECT 
utl_http.request('http://www.oracle.com', 'www-proxy.us.oracle.com') FROM dual;

表表表表 58-3  REQUESTファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

url ユニバーサル・リソース・ロケータ。

proxy （オプション）HTTP要求時に使用するプロキシ・サーバーを指定
します。
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REQUEST_PIECESファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定した URLから取り出したデータについて、2000バイト・ピー
スの PL/SQL表を戻します。 

構文構文構文構文
type html_pieces is table of varchar2(2000) index by binary_integer;

UTL_HTTP.REQUEST_PIECES (
   url        IN VARCHAR2, 
   max_pieces NATURAL     DEFAULT 32767,
   proxy      IN VARCHAR2 DEFAULT NULL)
  RETURN HTML_PIECES;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references (request_pieces, wnds, rnds, wnps, rnps);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
REQUEST_PIECESは、UTL_HTTP.HTML_PIECES型の PL/SQL表を戻します。PL/SQL表
の各要素は、長さ 2000の文字列です。最後の要素は、2000文字より短くなる場合がありま
す。 

REQUEST_PIECESで戻される PL/SQL表の要素は、その URLへの HTTP要求から取得さ
れたデータの連続したピースです。 

例外例外例外例外
INIT_FAILED
REQUEST_FAILED

表表表表 58-4  REQUEST_PIECESファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

url ユニバーサル・リソース・ロケータ。

max_pieces （オプション）REQUEST_PIECESが戻すピースの最大数（長さは
各 2000文字、最後のピースはこれより短くなる場合があります）。
指定する場合、引数は正の整数を指定します。 

proxy （オプション）HTTP要求時に使用するプロキシ・サーバーを指定
します。
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例例例例
REQUEST_PIECESのコールの例は、次のようになります。戻されるピースの数（0以上）
を調べるための PL/SQL表メソッド COUNTの使用方法に注意してください。

DECLARE pieces utl_http.html_pieces;
BEGIN 
  pieces := utl_http.request_pieces('http://www.oracle.com/'); 
  FOR i in 1 .. pieces.count loop
    .... -- process each piece
  END LOOP;
END;

例例例例
次のブロックは、URLから最大 100ピースまでのデータ（最後のピースを除いて各 2000バ
イト）を取り出します。取り出すピースの数と、取り出すデータの合計バイト長を出力しま
す。 

SET SERVEROUTPUT ON
/
DECLARE 
  x utl_http.html_pieces;
BEGIN
  x := utl_http.request_pieces('http://www.oracle.com/', 100);
  dbms_output.put_line(x.count || ' pieces were retrieved.');
  dbms_output.put_line('with total length ');
  IF x.count < 1 
  THEN dbms_output.put_line('0');
  ELSE dbms_output.put_line
  ((2000 * (x.count - 1)) + length(x(x.count)));
  END IF;
END;
/
-- Output
Statement processed.
4 pieces were retrieved.
with total length 
7687
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UTL_RAW

UTL_RAWパッケージは、RAWデータ型を操作するための SQLファンクションを提供しま
す。通常の SQLファンクションは RAWで作動せず、PL/SQLでは RAWデータ型と CHAR
データ型の間でオーバーロードできないため、このパッケージが必要になります。UTL_RAW
には、各種の COBOL数値書式を複数の RAWの間で変換するサブプログラムも含まれます。

UTL_RAWは、データベース環境に固有ではなく、他の環境でもデータベース環境と同じよ
うに実際に使用できます。このため、DBMSのかわりに、UTLという接頭辞がパッケージ
に付けられます。
TL_RAW 59-1



サブプログラムの要約
使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
RAWファンクションには、多くの使用方法があります。UTL_RAWにより、RAWレコードは
多くの要素で構成できます。RAWデータ型を使用すると、キャラクタ・セット変換は実行さ
れず、RAWは、リモート・プロシージャ・コール（RPC）を介して転送されるときに元の書
式で保持されます。 

また、RAWファンクションによって、以前は hextoraw ファンクションと rawtohex ファ
ンクションに限定されていたバイナリ・データを操作できます。

サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

表表表表 59-1  UTL_RAW パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

CONCATファンクション
（59-3 ページ）

最大 12までの RAWを単一の RAWに連結します。

CAST_TO_RAWファンクション
（59-4 ページ）

n データ・バイトを使用して表した VARCHAR2を、n デー
タ・バイトを持つ RAWに変換します。

CAST_TO_VARCHAR2ファンクショ
ン（59-5 ページ）

n データ・バイトを使用して表した RAWを、n データ・バイ
トを持つ VARCHAR2に変換します。

LENGTHファンクション
（59-6 ページ）

RAW r の長さをバイトで戻します。

SUBSTRファンクション
（59-7 ページ）

pos から開始して、RAW r から len バイトを戻します。

TRANSLATEファンクション
（59-8 ページ）

RAW from_set と to_set の変換によるバイトに従って、入
力 RAW r 内のバイトを変換します。

TRANSLITERATEファンクション
（59-10 ページ）

RAW from_set と to_set の文字変換によるバイトに従っ
て、入力 RAW r 内のバイトを変換します。

OVERLAYファンクション
（59-11 ページ）

ターゲット RAWの指定部分を overlay  RAWでオーバーレイ
し、ターゲットのバイト位置 pos から始まる len バイト分
を処理します。

COPIESファンクション
（59-13 ページ）

r を n 回コピーして連結したものを戻します。

XRANGEファンクション
（59-14 ページ）

値 start_byte で始まり値 end_byte で終わる、連続した
有効な 1バイト・コードをすべて含む RAWを戻します。

REVERSEファンクション
（59-15 ページ）

RAW r のバイトの順序を、最後から最初に逆転させます。
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CONCATファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、最大 12までの RAWを単一の RAWに連結します。連結したサイズが
32Kを超える場合は、エラーが戻ります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.CONCAT (  
   r1  IN RAW DEFAULT NULL,
   r2  IN RAW DEFAULT NULL,
   r3  IN RAW DEFAULT NULL,
   r4  IN RAW DEFAULT NULL,
   r5  IN RAW DEFAULT NULL,
   r6  IN RAW DEFAULT NULL,
   r7  IN RAW DEFAULT NULL,
   r8  IN RAW DEFAULT NULL,
   r9  IN RAW DEFAULT NULL,
   r10 IN RAW DEFAULT NULL,
   r11 IN RAW DEFAULT NULL,
   r12 IN RAW DEFAULT NULL) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(concat, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

COMPAREファンクション
（59-16 ページ）

RAW r1 と RAW r2 を比較します。

CONVERTファンクション
（59-17 ページ）

RAW r をキャラクタ・セット from_charset からキャラク
タ・セット to_charset に変換し、結果の RAWを戻します。

BIT_ANDファンクション
（59-19 ページ）

RAW r1 と RAW r2 の値でビット単位の論理演算 "AND"を実
行し、"AND"演算後の結果 RAWを戻します。

BIT_ORファンクション
（59-20 ページ）

RAW r1 と RAW r2 の値でビット単位の論理演算 "OR"を実行
し、"OR"演算後の結果 RAWを戻します。

BIT_XORファンクション
（59-21 ページ）

RAW r1 と RAW r2 の値でビット単位の論理演算 "排他 OR"を
実行し、"排他 OR"演算後の結果 RAWを戻します。

BIT_COMPLEMENTファンクション
（59-22 ページ）

RAW r の値でビット単位の論理演算 "補数 "を実行し、"補数
"演算後の結果 RAWを戻します。

表表表表 59-1  UTL_RAW パッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラムパッケージのサブプログラム 

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
r1 ....r12 は、連結する RAW項目です。 

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
入力値の合計の長さが RAWの最大許容長である 32767バイトを超えると、エラーが発生しま
す。

CAST_TO_RAWファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、nデータ・バイトを使用して表した VARCHAR2を、nデータ・バイ
トの RAWに変換します。データは変更されませんが、データ型のみ RAWデータ型に変換さ
れます。

構文構文構文構文
UTL_RAW.CAST_TO_RAW (
   c IN VARCHAR2) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(cast_to_raw, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 59-2  CONCAT ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 連結された項目。

表表表表 59-3  CAST_TO_RAW ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

c RAWに変換される VARCHAR2。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

CAST_TO_VARCHAR2ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、nデータ・バイトを使用して表した RAWを、nデータ・バイトの
VARCHAR2に変換します。

構文構文構文構文
UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2 (
   r IN RAW) 
  RETURN VARCHAR2;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(cast_to_varchar2, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 59-4  CAST_TO_RAW ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 先行する長さのフィールドのない、入力 VARCHAR2と同じバイト長の
同じデータ。

NULL 入力パラメータ c が NULLの場合。

注意注意注意注意 : VARCHAR2への変換時、その VARCHAR2内の文字に対して現行の
NLSキャラクタ・セットが使用されます。 

表表表表 59-5  CAST_TO_VARCHAR2 ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r VARCHAR2に変更する RAW（先行する長さのフィールドなし）。
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戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

LENGTHファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r の長さをバイトで戻します。

構文構文構文構文
UTL_RAW.LENGTH (
   r IN RAW) 
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(length, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

表表表表 59-6  CAST_TO_VARCHAR2 ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

VARCHAR2 入力 RAWと同じデータ。

NULL 入力パラメータ r が NULLの場合。

表表表表 59-7  LENGTH ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 長さを測定する RAWバイト・ストリーム。

表表表表 59-8  LENGTH ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

NUMBER RAWの現行の長さと等しい長さ。
59-6 パッケージ・プロシージャ リファレンス Vol. 2



サブプログラムの要約
SUBSTRファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r から pos で始まる len バイトを戻します。

構文構文構文構文
UTL_RAW.SUBSTR (
   r   IN RAW,
   pos IN BINARY_INTEGER,
   len IN BINARY_INTEGER DEFAULT NULL) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(substr, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pos が正の値の場合、SUBSTRは r の初めからカウントして最初のバイトを検索します。
pos が負の値の場合、SUBSTRは r の最後から逆方向にカウントします。値 pos は 0に指定
できません。

len を省略すると、SUBSTRは r の最後までのバイトをすべて戻します。値 len は 1未満に
指定できません。

デフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータ

表表表表 59-9  SUBSTR ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 一部分を抽出する RAWバイト列。

pos r 内で抽出を開始するバイト位置。

len r から抽出する、pos からのバイト数（オプション）。

表表表表 59-10  SUBSTR ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外ファンクションの例外

オプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメー
タタタタ 説明説明説明説明

len 位置 pos から r の終わりまでの長さ。
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

TRANSLATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAWfrom_set と to_set の変換によるバイトに従って、入力 RAW 
r 内のバイトを変換します。r 内のバイトが from_set 内のバイトと一致すると、to_set
内の対応する位置にあるバイトに置換され、一致しないと削除されます。 

r 内のバイトが from_set で未定義の場合は、結果にコピーされます。from_set にある最
初（最左端）のバイトのみ使用されます。後続の複製部分はスキャンされずに無視されま
す。to_set が from_set より短い場合は、from_set の余分なバイトに対応する変換はな
く、r 内に一致するバイトはありません。 
 

構文構文構文構文
UTL_RAW.TRANSLATE (
   r        IN RAW,
   from_set IN RAW,
   to_set   IN RAW) 
  RETURN RAW;

表表表表 59-11  SUBSTR ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

portion of r pos から始まる len バイト長。

NULL 入力パラメータ r が NULLの場合。

表表表表 59-12  SUBSTR ファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR pos  = 0または len  < 0のいずれかです。

注意注意注意注意 : TRANSLITERATEとは、次の点で異なります。

- 変換 RAWにデフォルトはありません。

- to_set の変換 RAWで未定義の r バイトは削除されます。

- 結果 RAWは、入力 RAW r より短い場合があります。 
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サブプログラムの要約
プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(translate, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

表表表表 59-13  TRANSLATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 変換する RAWソース・バイト列。

from_set 変換する RAWバイト・コード（r にある場合）。

to_set 対応する from_str バイトが変換される RAWバイト・コード。

表表表表 59-14  TRANSLATE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 変換されたバイト列。

表表表表 59-15  TRANSLATE ファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR 次のいずれかです。

- r が NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

- from_set が NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

- to_set が NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。
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サブプログラムの要約
TRANSLITERATEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW from_set と to_set の文字変換によるバイトに従って、入力
RAW r 内のバイトを変換します。r 内の連続するバイトが from_set 内で検索され、見つか
らない場合は、変更しないまま結果 RAWにコピーされます。見つかった場合、そのバイト
は、to_set の対応するバイト、対応するバイトが存在しない場合は pad バイトのいずれか
に結果 RAW内で置換されます。

r 内のバイトが from_set で未定義の場合は、結果にコピーされます。from_set にある最
初（最左端）のバイトのみ使用されます。後続の複製部分はスキャンされずに無視されま
す。結果 RAWは、常に r と同じ長さになります。

to_set が from_set より短い場合、選択した from_set バイトに対応する to_set バイ
トがないと、pad バイトが結果 RAWに埋め込まれます（pad バイトを使用して、to_set が
from_set と同じ長さまで拡張されたようになります）。

構文構文構文構文
UTL_RAW.TRANSLITERATE (
   r        IN RAW,
   to_set   IN RAW DEFAULT NULL,
   from_set IN RAW DEFAULT NULL,
   pad      IN RAW DEFAULT NULL)
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(transliterate, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

注意注意注意注意 : TRANSLATEとは、次の点で異なります。

- to_set で未定義の r バイトが埋め込まれます。

- 結果 RAWは、常に入力 RAW r と同じ長さになります。

表表表表 59-16  TRANSLITERATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 変換する RAW入力バイト列。

from_set 変換する RAWバイト・コード（r にある場合）（任意の長さ）。

to_set 対応する from_set バイトが変換される RAWバイト・コード（任意の長
さ）。
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サブプログラムの要約
デフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

OVERLAYファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ターゲット RAWの指定部分をオーバーレイ RAWでオーバーレイし、
ターゲットのバイト位置 pos から始まる len バイト分を処理します。 

overlay が len バイト未満の場合は、pad バイトを使用して len バイトまで拡張されま
す。overlay が len バイトを超える場合は、オーバーレイの余分なバイトは無視されます。
ターゲットの位置 pos から始まる len バイトがターゲットの長さを超える場合、ターゲッ
トは拡張されて overlay 全体の長さになります。 

len が指定されている場合は、0以上である必要があります。pos が指定されている場合
は、1以上である必要があります。pos がターゲットの長さを超えている場合、ターゲット

pad to-set が from_set より短い場合に使用する 1バイト。

表表表表 59-17  TRANSLITERATE ファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータ

オプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメー
タタタタ 説明説明説明説明

from_set x'00～ x'ff.

to_set NULL文字列まで。実際は、必要に応じて pad を使用して、from_set
の長さまで拡張されます。

pad x'00'。

表表表表 59-18  TRANSLITERATE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 変換されたバイト列。

表表表表 59-19  TRANSLITERATE ファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR Rが NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

表表表表 59-16  TRANSLITERATE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
は pad バイトを使用して位置 pos まで埋め込まれ、さらにターゲットは overlay バイトを
使用して拡張されます。

構文構文構文構文
UTL_RAW.OVERLAY (
   overlay_str IN RAW,
   target      IN RAW,
   pos         IN BINARY_INTEGER DEFAULT 1,
   len         IN BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
   pad         IN RAW            DEFAULT NULL) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(overlay, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

デフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータ

表表表表 59-20  OVERLAY ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

overlay_str ターゲットをオーバーレイするために使用するバイト列。

target オーバーレイするバイト列。

pos オーバーレイを開始する、ターゲット内での位置（1から番号付けされ
ている）。

len オーバーレイするターゲット・バイトの数。

pad オーバーレイ len がオーバーレイ長を超えた場合、または pos がター
ゲットの長さを超えた場合に使用するパッド・バイト。

表表表表 59-21  OVERLAY ファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータファンクションのオプション・パラメータ

オプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメーオプション・パラメー
タタタタ 説明説明説明説明

pos 1

len オーバーレイの長さまで。

pad x'00'
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

COPIESファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、r を n回コピーして連結したものを戻します。

構文構文構文構文
UTL_RAW.COPIES (
   r IN RAW,
   n IN NUMBER) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(copies, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表表表表 59-22  OVERLAY ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 指定したとおりにオーバーレイされたターゲットの
byte_string 。

表表表表 59-23  OVERLAY ファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR 次のいずれかです。

- オーバーレイが NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

- ターゲットが不明か、未定義です。

- ターゲットの長さが、RAWの最大長を超えました。

- len  < 0

- pos  < 1

表表表表 59-24  COPIESファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r コピーする RAW。
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値
このファンクションは、n回コピーした RAWを戻します。 

エラーエラーエラーエラー

XRANGEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、連続した有効な 1バイト・コードをすべて含む RAWを戻し、値
start_byte で始まり値 end_byte で終わります。start_byte が end_byte より大きい
場合、結果バイトの連続は start_byte で始まり、'FF'xから '00'xに折り返して end_byte
で終わります。start_byte と end_byte を指定する場合は、単一バイトの RAWである必
要があります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.XRANGE (
   start_byte IN RAW DEFAULT NULL,
   end_byte   IN RAW DEFAULT NULL) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(xrange, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

n RAWをコピーする回数（必ず正の数で指定）。

表表表表 59-25  COPIESファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR 次のいずれかです。

- r が不明、NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

- n < 1

- 結果の長さが、RAWの最大長を超えました。

表表表表 59-24  COPIESファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

デフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータ
start_byte - x'00'
start_byte - x'00'
end_byte   - x'FF'

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

REVERSEファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r のバイトの順序を、最後から最初に逆転させます。たとえ
ば、x'0102F3'は x'F30201'に逆転し、'xyz'は 'zyx'に逆転します。結果の長さは、入力 RAW
の長さと同一です。

構文構文構文構文
UTL_RAW.REVERSE (
   r IN RAW) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(reverse, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

表表表表 59-26  XRANGE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

start_byte 戻される連続値の最初のバイト・コード値。

end_byte 戻される連続値の最後のバイト・コード値。

表表表表 59-27  XRANGE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 連続した有効な 1バイトの 16進数コード。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

COMPAREファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r1 と RAW r2 を比較します。r1 と r2 の長さが異なる場合、
短い方の RAWは、必要に応じて pad バイトを使用して右側に拡張されます。 

構文構文構文構文
UTL_RAW.COMPARE (
   r1  IN RAW,
   r2  IN RAW,
   pad IN RAW DEFAULT NULL) 
  RETURN NUMBER;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(compare, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

表表表表 59-28  REVERSEファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 逆転する RAW。

表表表表 59-29  REVERSEファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW r の "逆転 "した値。

表表表表 59-30  REVERSEファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR Rが NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。
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サブプログラムの要約
パラメータパラメータパラメータパラメータ

デフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータデフォルトとオプション・パラメータ
pad - x'00' 

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

CONVERTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r をキャラクタ・セット from_charset からキャラクタ・
セット to_charset に変換し、結果の RAWを戻します。 

from_charset と to_charset は両方とも、Oracle Serverに定義されているサポート・
キャラクタのセットである必要があります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.CONVERT (
   r            IN RAW,
   to_charset   IN VARCHAR2,
   from_charset IN VARCHAR2) 
  RETURN RAW;

表表表表 59-31  COMPARE ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r1 比較する 1番目の RAWで、NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）が
可能。

r2 比較する 2番目の RAWで、NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）が
可能。

pad r1 または r2 の短い方を拡張するためのバイト。

表表表表 59-32  COMPARE ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

NUMBER RAWバイト列が両方とも NULLまたは等しい場合は、0。または、

最初に不一致になったバイト位置（1から番号付けされている）と等し
い番号。
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サブプログラムの要約
プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(convert, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS);  

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー

表表表表 59-33  CONVERTファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r 変換する RAWバイト列。

to_charset r が変換される NLSキャラクタ・セットの名前。

from_charset r が提供される NLSキャラクタ・セットの名前。

表表表表 59-34  CONVERTファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW 指定したキャラクタ・セットに従って変換されたバイト列 r。

表表表表 59-35  CONVERTファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラーファンクションのエラー

エラーエラーエラーエラー 説明説明説明説明

VALUE_ERROR 次のいずれかです。

- r が不明、NULLまたは長さ 0（あるいはその両方）です。

- from_charset または to_charset が不明、NULLまたは長さ 0
（あるいはその両方）です。

- from_charset または to_charset の名前が無効か、またはサポー
トされていません。
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サブプログラムの要約
BIT_ANDファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r1 と RAW r2 の値でビット単位の論理演算 "AND"を実行し、
"AND"演算後の結果 RAWを戻します。 

r1 と r2の長さが異なる場合、"AND"演算は、2つの RAWの短い方の最後のバイトが演算さ
れた後に終了し、長い方の RAWで処理されなかった部分は結果の一部として追加されます。
したがって、結果の長さは、2つの入力 RAWの長い方と同じ長さになります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.BIT_AND (
   r1 IN RAW,
   r2 IN RAW) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(bit_and, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

表表表表 59-36  BIT_AND ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r1 r2 と "AND"演算をする RAW。

r2 r1 と "AND"演算をする RAW。

表表表表 59-37  BIT_AND ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW r1 と r2 の "AND"演算の結果。

NULL 入力パラメータ r1 または r2 が NULLの場合。
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サブプログラムの要約
BIT_ORファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r1と RAW r2の値でビット単位の論理演算 "OR"を実行し、
"OR"演算後の結果 RAWを戻します。 

r1 と r2 の長さが異なる場合、"OR"演算は、2つの RAWの短い方の最後のバイトが演算さ
れた後に終了し、長い方の RAWで処理されなかった部分は結果の一部として追加されます。
したがって、結果の長さは、2つの入力 RAWの長い方と同じ長さになります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.BIT_OR (
   r1 IN RAW,
   r2 IN RAW) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(bit_or, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

表表表表 59-38  BIT_OR ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r1 r2 と "OR"演算をする RAW。

r2 r1 と "OR"演算をする RAW。

表表表表 59-39  BIT_OR ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW r1 と r2 の "OR"演算の結果。

NULL 入力パラメータ r1 または r2 が NULLの場合。
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サブプログラムの要約
BIT_XORファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r1 と RAW r2 の値でビット単位の論理演算 "排他 OR"を実行
し、"排他 OR"演算後の結果 RAWを戻します。 

r1 と r2 の長さが異なる場合、"排他 OR"演算は、2つの RAWの短い方の最後のバイトが演
算された後に終了し、長い方の RAWで処理されなかった部分は結果の一部として追加されま
す。したがって、結果の長さは、2つの入力 RAWの長い方と同じ長さになります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.BIT_XOR (
   r1 IN RAW,
   r2 IN RAW) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(bit_xor, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

表表表表 59-40  BIT_XOR ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r1 r2 と "排他 OR"演算をする RAW。

r2 r1 と "排他 OR"演算をする RAW。

表表表表 59-41  BIT_XOR ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW r1 と r2 の "排他 OR"演算の結果。

NULL 入力パラメータ r1 または r2 が NULLの場合。
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サブプログラムの要約
BIT_COMPLEMENTファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、RAW r の値でビット単位の論理演算 "補数 "を実行し、"補数 "演算
後の結果 RAWを戻します。結果の長さは、入力 RAW r の長さと等しくなります。

構文構文構文構文
UTL_RAW.BIT_COMPLEMENT (
   r IN RAW) 
  RETURN RAW;

プラグマプラグマプラグマプラグマ
pragma restrict_references(bit_complement, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値

エラーエラーエラーエラー
なし。

表表表表 59-42  BIT_COMPLEMENT ファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータファンクションのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

r "補数 "演算を実行する RAW。

表表表表 59-43  BIT_COMPLEMENT ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値ファンクションの戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 説明説明説明説明

RAW r1 の "補数 "。

NULL 入力パラメータ r が NULLの場合。
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60

UTL_REF

Oracle8iは、ユーザー定義の複合型またはオブジェクト型をサポートします。オブジェクト
型のインスタンスをオブジェクトと呼びます。オブジェクト型は、列の型としてまたは表の
型として使用できます。

オブジェクト表では、表の各行にオブジェクトが格納されています。オブジェクト表にある
オブジェクトは、オブジェクト識別子で一意に識別できます。 

参照はオブジェクトへの持続ポインタで、各参照にはオブジェクト識別子を含めることがで
きます。参照は、オブジェクト型の属性にしたり、表の列に格納することができます。参照
を指定して、オブジェクトを取り出すことができます。

UTL_REFパッケージは、参照ベースの操作をサポートするための PL/SQLプロシージャを
提供します。SQLと異なり、UTL_REFプロシージャでは、オブジェクト表名が不明でも汎
用型メソッドを書き込むことができます。
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要件要件要件要件
このパッケージを使用するには、プロシージャ・オプションが必要です。このパッケージ
は、SYS権限（connect internal）で作成する必要があります。このパッケージが提供する操
作は、パッケージ所有者 SYSではなく、現在のコール・ユーザーの下で実行されます。

データ型データ型データ型データ型
オブジェクト型は、ユーザーが定義するか、またはライブラリ型として提供された複合デー
タ型です。次の構文を使用して、オブジェクト型 employee_type を作成できます。

CREATE TYPE employee_type AS OBJECT (
name    VARCHAR2(20),
id      NUMBER,

member function GET_ID
    (name VARCHAR2) 
   RETURN MEMBER);

オブジェクト型 employee_type はユーザー定義型で、nameと id の 2つの属性、および
メンバー・ファンクションの GET_ID()が含まれています。

次の SQL構文を使用して、オブジェクト表を作成できます。

CREATE TABLE employee_table OF employee_type;

例外例外例外例外
UTL_REFファンクションの実行中に、さまざまな理由で例外が戻る場合があります。たと
えば、次の使用例では例外が発生します。

■ 選択したオブジェクトが存在しません。これには、次のいずれかの理由が考えられま
す。

1. オブジェクトが削除されたか、または指定した参照が無効です。 

2. オブジェクト表が削除されたか、または存在しません。

■ 直列可能トランザクションで、オブジェクトを変更またはロックできません。オブジェ
クトは、直列可能トランザクションの開始後に、別のトランザクションで変更されまし
た。

■ オブジェクトを選択または変更する権限がありません。UTL_REFサブプログラムのコー
ル側は、選択または変更するオブジェクトに対する適切な権限が必要です。
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UTL_REFパッケージは、名前の付いた例外を定義しません。特定の例外を捕捉して適切に
処理するために、ブロックを処理する例外を定義できます。

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
UTL_REFパッケージは、サーバー上のストアド PL/SQLプロシージャまたはパッケージと
クライアント側の PL/SQLコードからも同様に使用できます。 

サーバー上の PL/SQLプロシージャまたはパッケージから起動した場合、UTL_REFは、
REFが指すオブジェクトに対する適切なアクセス権限が実行者にあることを検証します。

 

したがって、UTL_REFがユーザーの SYS権限で定義された場合、ユーザーAが参照からオ
ブジェクトを選択するために UTL_REF.SELECTを起動すると、ユーザー A（実行者）は、
権限をチェックする必要があります。 

UTL_REFは、クライアント側 PL/SQLコードから起動すると、PL/SQLが実行されている
クライアント・セッションの権限で操作が行われます。

表表表表 60-1  UTL_REF の例外の例外の例外の例外 

例外例外例外例外 説明説明説明説明

errnum == 942 権限が不十分です。

errnum == 1031 権限が不十分です。

errnum == 8177 直列可能トランザクションの場合は、直列化できません。

errnum == 60 デッドロックが検出されました。

errnum == 1403 データが見つかりません（REFが NULLである場合な
ど）。

注意注意注意注意 : これは、定義者の権限で操作する、サーバー上の PL/SQLパッ
ケージまたはプロシージャとは対照的で、パッケージ所有者には、必要な
操作を実行するための適切な権限が必要です。 
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サブプログラムの要約
サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約サブプログラムの要約

SELECT_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、参照を指定してオブジェクトを選択します。選択されたオブジェクト
はデータベースから取り出され、その値は PL/SQLの変数 'object'に入れられます。このサ
ブプログラムの意味は、次の SQL文に似ています。 

SELECT VALUE(t) 
INTO object 
FROM object_table t 
WHERE REF(t) = reference; 

前述の SQL文と異なり、このサブプログラムでは、オブジェクトが常駐しているオブジェ
クト表名を指定する必要はありません。 

構文構文構文構文
UTL_REF.SELECT_OBJECT (
   reference IN REF "<typename>", 
   object    IN OUT "<typename>"); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

表表表表 60-2  UTL_REF サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム

サブプログラムサブプログラムサブプログラムサブプログラム 説明説明説明説明

SELECT_OBJECTプロシージャ
（60-4 ページ）

参照を指定してオブジェクトを選択します。

LOCK_OBJECTプロシージャ
（60-5 ページ）

参照を指定してオブジェクトをロックします。

UPDATE_OBJECTプロシージャ
（60-6 ページ）

参照を指定してオブジェクトを更新します。

DELETE_OBJECTプロシージャ
（60-7 ページ）

参照を指定してオブジェクトを削除します。

表表表表 60-3  SELECT_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

reference 選択または取り出すオブジェクトへの参照。

object 選択したオブジェクトを格納する PL/SQL変数。この変数は、参照さ
れたオブジェクトと同じオブジェクト型である必要があります。
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
なし。

例外例外例外例外
発生する可能性があります。 

LOCK_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、参照を指定してオブジェクトをロックします。さらに、このプロシー
ジャでは、プログラムによって、ロックされたオブジェクトを選択できます。このサブプロ
グラムの意味は、次の SQL文に似ています。 

SELECT VALUE(t) 
  INTO object 
  FROM object_table t 
  WHERE REF(t) = reference 
  FOR UPDATE; 

前述の SQL文と異なり、このサブプログラムでは、オブジェクトが常駐しているオブジェ
クト表名を指定する必要はありません。オブジェクトの更新または削除前に、オブジェクト
をロックする必要はありません。 

構文構文構文構文
UTL_REF.LOCK_OBJECT (
   reference IN REF "<typename>"); 

UTL_REF.LOCK_OBJECT (
   reference IN REF "<typename>", 
   object    IN OUT "<typename>"); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

表表表表 60-4  LOCK_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

reference ロックするオブジェクトの参照。

object ロックされたオブジェクトを格納する PL/SQL変数。この変数は、ロッ
クされたオブジェクトと同じオブジェクト型である必要があります。
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サブプログラムの要約
戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
なし。

例外例外例外例外
発生する可能性があります。 

UPDATE_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、参照を指定してオブジェクトを更新します。参照されたオブジェクト
は、PL/SQL変数 'object'に含まれている値で更新されます。このサブプログラムの意味は、
次の SQL文に似ています。 

UPDATE object_table t 
SET VALUE(t) = object 
WHERE REF(t) = reference; 

前述の SQL文と異なり、このサブプログラムでは、オブジェクトが常駐しているオブジェ
クト表名を指定する必要はありません。 

構文構文構文構文
UTL_REF.UPDATE_OBJECT (
   reference IN REF "<typename>", 
   object    IN     "<typename>"); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。

表表表表 60-5  UPDATE_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

reference 更新するオブジェクトの参照。

object オブジェクトの新規の値を含める PL/SQL変数。この変数は、更新さ
れたオブジェクトと同じオブジェクト型である必要があります。
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サブプログラムの要約
プラグマプラグマプラグマプラグマ
なし。

例外例外例外例外
発生する可能性があります。 

DELETE_OBJECTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、参照を指定してオブジェクトを削除します。このサブプログラムの意
味は、次の SQL文に似ています。 

DELETE FROM object_table  
WHERE REF(t) = reference; 

前述の SQL文と異なり、このサブプログラムでは、オブジェクトが常駐しているオブジェ
クト表名を指定する必要はありません。

構文構文構文構文
UTL_REF.DELETE_OBJECT (
   reference IN REF "<typename>"); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし。

プラグマプラグマプラグマプラグマ
なし。

例外例外例外例外
発生する可能性があります。 

表表表表 60-6  DELETE_OBJECT プロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータプロシージャのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

reference 削除するオブジェクトの参照。
UTL_REF 60-7



サブプログラムの要約
例例例例
この例は、次のシナリオを実行するための UTL_REFパッケージの使用方法を示しています。
会社の従業員が自宅住所の変更を上司に連絡するとします。 

... Address_t の宣言など ... 

CREATE OR REPLACE TYPE Person_t ( 
name    VARCHAR2(64), 
gender  CHAR(1), 
address Address_t, 
MEMBER PROCEDURE setAddress(addr IN Address_t) 

); 

CREATE OR REPLACE TYPE BODY Person_t ( 
MEMBER PROCEDURE setAddress(addr IN Address_t) IS 
BEGIN 

address := addr; 
END; 

); 

CREATE OR REPLACE TYPE Employee_t (  

Person_t で、REFを使用して Person_t への継承の実現と setAddress  の委任をシミュ
レーションします。 

thePerson  REF Person_t, 
empno      NUMBER(5), 
deptREF    Department_t, 
mgrREF     Employee_t, 
reminders  StringArray_t, 
MEMBER PROCEDURE setAddress(addr IN Address_t), 
MEMBER procedure addReminder(reminder VARCHAR2); 

); 

CREATE TYPE BODY Employee_t ( 
MEMBER PROCEDURE setAddress(addr IN Address_t) IS 

myMgr Employee_t; 
meAsPerson Person_t; 

BEGIN 

責任を thePerson に委任して、アドレスを更新します。個人オブジェクトを参照からロッ
クして、それをまた選択します。 

UTL_REF.LOCK_OBJECT(thePerson, meAsPerson); 
meAsPerson.setAddress(addr);    

thePerson に委任します。
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サブプログラムの要約
        UTL_REF.UPDATE_OBJECT(thePerson, meAsPerson); 
if mgr is NOT NULL THEN 

マネージャに覚書きを渡します。 

UTL_REF.LOCK_OBJECT(mgr); 
UTL_REF.SELECT_OBJECT(mgr, myMgr); 
myMgr.addReminder 
('Update address in the employee directory for' || 
thePerson.name || ', new address: ' || addr.asString); 
UTL_REF.UPDATE_OBJECT(mgr, myMgr); 

END IF; 
EXCEPTION 

WHEN OTHERS THEN 
errnum := SQLCODE; 
errmsg := SUBSTR(SQLERRM, 1, 200);
UTL_REF 60-9



サブプログラムの要約
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