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はじめにはじめにはじめにはじめに

このドキュメントは、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の使用方法について説明
します。

次の項目について説明します。

■ 前提条件

■ 対象読者

■ このドキュメントの構成

■ ドキュメントとコードの表記規則

■ ドキュメント・ライブラリ
                                                                           vii



前提条件前提条件前提条件前提条件
このドキュメントは、読者がMicrosoft Visual C++ 5.0の基本的知識を持っていることを前
提としています。

対象読者対象読者対象読者対象読者
このドキュメントは、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++ for Windows NT and 
Windows 95/98 リリース 8.1.5のユーザーを対象としています。

このドキュメントの構成このドキュメントの構成このドキュメントの構成このドキュメントの構成
このドキュメントは次のように構成されています。

第第第第 1章の「概要」章の「概要」章の「概要」章の「概要」
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の主要な機能を説明し、Oracle AppWizard 
for Microsoft Visual C++の各ウィンドウに表示される選択肢の意味を理解するために必
要な基本概念を定義します。

第第第第 2章の「初期アプリケーションの作成」章の「初期アプリケーションの作成」章の「初期アプリケーションの作成」章の「初期アプリケーションの作成」
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++を使用してアプリケーション・スケルトン
を作成する方法をステップごとに説明します。

第第第第 3章の「アプリケーション・コードの理解」章の「アプリケーション・コードの理解」章の「アプリケーション・コードの理解」章の「アプリケーション・コードの理解」
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++で作成したアプリケーション・スケルトン
の基礎になる、簡単にカスタマイズ可能なファイルとコードを説明します。

第第第第 4章の「チュートリアル」章の「チュートリアル」章の「チュートリアル」章の「チュートリアル」
業務上の問題を例にとって、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++で初期アプリ
ケーションを作成する手順をステップごとに説明します。チュートリアルを終えるまで
に、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の実作業での応用についての理解が深
まります。
viii                                                                                         



ドキュメントとコードの表記規則ドキュメントとコードの表記規則ドキュメントとコードの表記規則ドキュメントとコードの表記規則
このドキュメントでは、次の表記規則を使用しています。

表記規則表記規則表記規則表記規則 表記例表記例表記例表記例 意味意味意味意味

大文字 ORACL.H ディレクトリ名およびファイル名に使用さ
れます。

「スタート」-> 「スタート」->「プログラ
ム」->「Oracle - HOME_
NAME」->「Application 
Development」->「Oracle 
Objects for OLE Help」を選
択してください。

プログラムの起動方法です。

HOME_NAME Oracle -  HOME_NAME Oracleホームの名前を表します。

記号 ピリオド  .

カンマ  ,

ハイフン  -

セミコロン  ;

コロン  :

等号  =

円記号  ¥

一重引用符  '

二重引用符  "

カッコ  ( )

コマンドの中の大カッコと垂直バー以外
の記号は、表記されているとおりに入力
する必要があります。
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ドキュメント・ライブラリドキュメント・ライブラリドキュメント・ライブラリドキュメント・ライブラリ
このドキュメントは、Oracleドキュメント・ライブラリの 1つです。Oracleドキュメント・
ライブラリは、次の 2種類のドキュメントで構成されています。

ドキュメントの種類ドキュメントの種類ドキュメントの種類ドキュメントの種類 説明説明説明説明

オペレーティング・
システム固有

Windows NTおよびWindows 95/98環境での Oracle製品のインス
トレーション、構成および使用方法を説明します。オペレーティン
グ・システム固有のドキュメントは、共通ドキュメント・セットを参
照することがあります。これらのドキュメントのタイトルには、固有
のオペレーティング・システム名が必ず含まれているので、簡単に識
別できます。

共通 すべてのオペレーティング・システム・プラットフォームに共通する
Oracleデータベース、Oracleネットワークおよびアプリケーション・
プログラミング・インタフェース情報を説明します。ドキュメント・
セットの大部分のドキュメントは、このカテゴリに分類されます。共
通ドキュメント・セットの記述の中には、Windows NTまたは
Windows 95/98オペレーティング・システムに固有の手順の実行方
法は、使用するプラットフォーム（オペレーティング・システム）の
ドキュメントを参照するよう指示している場合があります。

共通ドキュメント参照先が、使用するオペレーティング・システムの
ドキュメントのどこにあるかを簡単に特定するには、このドキュメン
トの索引から次の項目を見てください。

共通ドキュメント参照先

このドキュメントで説明している共通ドキュメントの参照はすべて、
この索引項目の下に表示されています。
x                                                                                         



                                                            概
1

概要概要概要概要

この章では、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の主な機能について説明し、説明
で使用する用語を定義します。次の項目について説明します。

■ Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++について

■ Oracle Objects for OLEの概要

■ Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++のインストール

■ Oracle AppWizardの基本概念
要 1-1



Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++について
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++についてについてについてについて
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++を使用することにより、初期 Oracleアプリケー
ションを簡単に作成できます。また、作成するアプリケーションに次の機能が提供されます。

■ Oracleデータベースへの接続

■ SQL文の実行と Oracleデータベースからの情報の取出し

■ レコード間の簡単なナビゲート

■ データベース・データの更新、挿入および削除

基本機能は Oracle AppWizardによってアプリケーションに組み込まれているため、独自の
アプリケーションにとって重要なカスタム機能のコーディングに時間をかけることができま
す。 

Oracle AppWizardでは、標準の Oracle Objects for OLEクラスおよびMFC（Microsoft 
Foundation Class）Libraryクラスを使用するため、次の利点を持つアプリケーションが作成
されます。

■ コメント付きのコードを生成

■ Oracleデータベース情報の簡単な操作および取出し

■ データベースによって返されるエラーの処理

■ MFC対応コードでのドキュメント・アーキテクチャおよびビュー・アーキテクチャの
使用

■ ハンガリアン記法の使用

■ 新規アプリケーションからのデータ更新（オプション）

Oracle AppWizardは、Microsoft Visual C++ 5.0の開発環境内でも透過的に実行でき、標準
のMFC AppWizardと同様に操作できます。

Oracle Objects for OLEの概要の概要の概要の概要
Oracle Objects for OLEは、Oracleデータベースと対話するWindows用のアプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェースです。Oracle AppWizardを使って生成したアプリ
ケーションは、Oracle Objects for OLE C++クラス・ライブラリを使用して Oracleデータ
ベースにアクセスします。

Oracle Objects for OLE C++クラス・ライブラリに関する詳しい情報を表示するには、次のクラス・ライブラリに関する詳しい情報を表示するには、次のクラス・ライブラリに関する詳しい情報を表示するには、次のクラス・ライブラリに関する詳しい情報を表示するには、次の
操作を行います。操作を行います。操作を行います。操作を行います。

「スタート」->「プログラム」->「Oracle - HOME_NAME」->「Application Development」
->「Oracle Objects for OLE Class Library Help」の順に選択します。 

オンライン・ヘルプでは、C++クラス・ライブラリの各クラスについて説明しています。
1-2 Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++ユーザーズ・ガイド                              



Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++のインストール
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++のインストールのインストールのインストールのインストール
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++は、次の製品に付属しています。

■ Oracle8i Enterprise Edition

■ Oracle8i Client

■ Oracle Programmer

Oracle AppWizardをインストールするには、をインストールするには、をインストールするには、をインストールするには、Oracle Universal Installerを起動し、次のいを起動し、次のいを起動し、次のいを起動し、次のい
ずれかの操作を行います。ずれかの操作を行います。ずれかの操作を行います。ずれかの操作を行います。

上記製品のインストール方法の詳細については、『インストレーション・ガイド』に記載さ
れている、インストール手順を参照してください。

重要重要重要重要 : Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++をインストールするに
は、Microsoft Visual C++ 5.0を事前にインストールする必要があります。

インストール元の製品インストール元の製品インストール元の製品インストール元の製品 操作操作操作操作

Oracle8i Enterprise Edition 1. 「インストールの種類」ダイアログ・ボックスで、「カス
タム」を選択します。

2. 「使用可能な製品」ダイアログ・ボックスで、「Oracle 
AppWizard for Microsoft Visual C++」を選択します。

Oracle8i Client 1. 「インストールの種類」ダイアログ・ボックスで、「カス
タム」を選択します。

2. 「使用可能な製品」ダイアログ・ボックスで、「Oracle 
AppWizard for Microsoft Visual C++」を選択します。

Oracle Programmer 1. 「インストールの種類」ダイアログ・ボックスで、「カス
タム」を選択します。

2. 「使用可能な製品」ダイアログ・ボックスで、「Oracle 
AppWizard for Microsoft Visual C++」を選択します。

または

「インストールの種類」ダイアログ・ボックスで、「標
準」を選択します。
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Oracle AppWizardの基本概念
Oracle AppWizardの基本概念の基本概念の基本概念の基本概念
Oracle AppWizardによる初期アプリケーションの生成を問題なく行うには、希望するアプ
リケーションの種類を選択および作成する方法を理解する必要があります。 

レコードの表示レコードの表示レコードの表示レコードの表示
Oracle AppWizardでは、次の 3種類のアプリケーションを生成できます。

■ 単一レコード表示フォーム

■ 複数レコード表示フォーム

■ マスター /ディテール表示フォーム

これらのアプリケーションでは、レコードの表示方法が異なります。

単一レコード表示フォーム単一レコード表示フォーム単一レコード表示フォーム単一レコード表示フォーム
一度に一度に一度に一度に 1つのレコードを表示つのレコードを表示つのレコードを表示つのレコードを表示するアプリケーションを設計する場合、次に示すように、アプ
リケーションでは編集コントロールを使ってレコードを表示します。

複数レコード表示フォーム複数レコード表示フォーム複数レコード表示フォーム複数レコード表示フォーム
一度に複数のレコードを表示一度に複数のレコードを表示一度に複数のレコードを表示一度に複数のレコードを表示するアプリケーションを設計する場合、次に示すように、アプ
リケーションでは DBグリッド・コントロールを使ってレコードを表示します。
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Oracle AppWizardの基本概念
マスターマスターマスターマスター /ディテール表示フォームディテール表示フォームディテール表示フォームディテール表示フォーム
マスターマスターマスターマスター /ディテールディテールディテールディテールフォームを設計する場合、マスター・レコードは編集コントロール内
に表示され、ディテール・レコードは DBグリッド・コントロール内に表示されます。

定義定義定義定義
次に示す用語は、このドキュメントを通して使用されます。

用語用語用語用語 説明説明説明説明

結合 2つ以上の表またはビューの列を結合する問合せ。

単一レコード表示
フォーム

表のレコードを一度に 1つだけフォームに表示します。

複数レコード表示
フォーム

表の情報を複数レコード形式でフォームに表示します。

マスター /ディテー
ル表示フォーム

マスター表の情報を単一レコード形式で、ディテール表の情報を複数レ
コード形式で表示します。

SDI（単一文書インタ
フェース）

SDIアプリケーションでは、セッション中にオープンできるドキュメン
ト・フレームは 1つだけです。

編集
コントロール

DBグリッド・
コントロール
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Oracle AppWizardの基本概念
MDI（複数文書イン
タフェース）

MDIアプリケーションでは、セッション中に複数のドキュメント・フ
レームを同時にオープンできます。

ダイアログ ベース・
インタフェース

ダイアログ ベースのアプリケーションでは、ダイアログボックス・イン
タフェースのみが使用されます。

用語用語用語用語 説明説明説明説明
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初期アプリケーションの作
2

初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成

この章では、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++を使って初期アプリケーションを
作成する方法について説明します。

次の項目について説明します。

■ 概要

■ Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の起動

■ 単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成

■ マスター /ディテール表示アプリケーションの作成

■ 実行ファイルのビルド

■ 実行ファイルの実行
成 2-1



概要
概要概要概要概要
Oracle AppWizardを起動したら、一連のステップを実行して、次の表に示す 3種類のアプ
リケーションのうちどのアプリケーションを作成するかを指定します。

最後のステップを完了すると、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によってアプリ
ケーションが生成されます。次のアプリケーション・ファイルが生成されます。

■ ソース・ファイル

■ ヘッダー・ファイル

■ リソース・ファイル

■ 標準のMFCプロジェクト・ファイル

■ アプリケーションを構成するすべてのファイルについて説明する ReadMeファイル

次に、Microsoft Visual C++を使って実行ファイルをビルドおよび実行します。

アプリケーションの種類アプリケーションの種類アプリケーションの種類アプリケーションの種類 説明説明説明説明

単一レコード表示フォーム 1つ以上の表のレコードを一度に 1つだけ表示できます。

複数レコード表示フォーム 1つ以上の表のレコードを一度に 2つ以上表示できます。

マスター /ディテール表示フォーム 互いにマスター /ディテールの関係を持つ表のレコードを
表示できます。
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概要
最初の 3つのステップは、単一レコード表示、複数レコード表示およびマスター /ディテー
ル表示について共通です。

単一および複数単一および複数単一および複数単一および複数
レコード・フォームの場合レコード・フォームの場合レコード・フォームの場合レコード・フォームの場合

表 /列ウィンドウ :
表と列を選択しま
す。

表結合ウィンドウ : 
1つ以上の結合を
指定します（オプ
ション）。

ディテール表 /列選択
ウィンドウ :
ディテール表と列を
選択します。

マスター /ディテール
表結合ウィンドウ :
マスター /ディテール
結合句を作成します。

別のフォームを作成する場合は、フォーム・タイプ・ウィンドウに戻ることができます。
別のフォームを作成しない場合は、次のウィンドウに進みます。

マスター表 /列選択
ウィンドウ :
マスター表と列を選択
します。

「ようこそ」ウィンドウ

接続ウィンドウ :
Oracleデータベースに接続します。

フォーム・タイプ・ウィンドウ :
フォームの種類とデータベース権限
を指定します。

マスターマスターマスターマスター /ディテールディテールディテールディテール
フォームの場合フォームの場合フォームの場合フォームの場合

「作成するアプリケーションの種類」ウィンドウ :
アプリケーションの種類と言語を選択し、残りの
ステップを完了します。
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Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の起動
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の起動の起動の起動の起動
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++を起動するには、次の操作を行います。を起動するには、次の操作を行います。を起動するには、次の操作を行います。を起動するには、次の操作を行います。

1. Microsoft Visual C++ 5.0を起動します。

2. 「ファイル」->「新規作成」を選択します。

「新規作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 「プロジェクト」タブをクリックします。

4. プロジェクト・タイプのリストから、「Oracle AppWizard for MFC (exe)」を選択しま
す。

5. プロジェクトの名前と位置を指定します。

6. 「OK」をクリックします。

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++が起動します。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの
作成作成作成作成

この項では、単一レコード・アプリケーションまたは複数レコード・アプリケーションの作
成方法について説明します。

「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ
Oracle AppWizardを起動すると、「ようこそ」ウィンドウが最初に表示されます。

「次へ」をクリックして操作を続けます。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
Oracleデータベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続
接続ウィンドウで、Oracleデータベースに接続します。

Oracleデータベースに接続するには、次の操作を行います。データベースに接続するには、次の操作を行います。データベースに接続するには、次の操作を行います。データベースに接続するには、次の操作を行います。

1. 「ユーザー名」テキスト・ボックスに、ユーザー名を入力します。

2. 「パスワード」テキスト・ボックスに、パスワードを入力します。

3. リモート・データベースに接続する場合は、「データベース別名」テキスト・ボックス
に、データベースの別名を入力します。デフォルトのローカル・データベースに接続す
る場合は、テキスト・ボックスに何も入力しません。

データベース別名の詳細については、『Oracle8i Net8管理者ガイド』を参照してくださ
い。

4. 「次へ」をクリックします。

フォームの種類の指定フォームの種類の指定フォームの種類の指定フォームの種類の指定
特定の種類のフォームを生成し、希望の名前を付け、ユーザーのデータベース権限を指定す
るには、フォーム・タイプ・ウィンドウを使用します。

フォームは、単一レコード表示、複数レコード表示またはマスター /ディテール表示のいず
れかを選択できます。

■ データベース表の情報を一度に 1つのレコードとしてフォームに表示する場合は、単一
レコード表示モードを選択します。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
■ データベース表の情報を一度に複数のレコードとしてフォームに表示する場合は、複数
レコード表示モードを選択します。

■ 情報をマスター /ディテール形式でフォームに表示する場合は、マスター /ディテー
ル・レコード表示形式を選択します。

たとえば、ユーザーについて一部またはすべてのデータベース権限を選択する場合、Oracle 
AppWizardでは、そのためのコードが生成されます。これにより、アプリケーション・
ユーザーによるデータの更新を許可するメソッドが使用可能になります。データの使用を許
可するオプションを選択しない場合、Oracle AppWizardではそのためのコードが生成され
ず、フォームは読取り専用になります。

フォーム・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。フォーム・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。フォーム・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。フォーム・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. フォームの名前を入力します。各フォーム名は一意であり、フォーム名の先頭文字は英
文字である必要があります。フォーム名の残りの文字は、英数字である必要がありま
す。

例例例例 2-1  

a1b3eux

2. 単一レコード表示フォームを作成する場合は、「シングル・レコード表示フォーム」を
選択します。

複数レコード表示フォームを作成する場合は、「複数レコード表示フォーム」を選択し
ます。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
3. ユーザーがレコードを追加できるようにするには、「新規レコード追加」チェックボッ
クスを選択します。

4. ユーザーがレコードを変更できるようにするには、「既存レコード変更」チェックボッ
クスを選択します。

5. ユーザーがレコードを削除できるようにするには、「既存レコード削除」チェックボッ
クスを選択します。

6. 「次へ」をクリックします。

表と列の選択表と列の選択表と列の選択表と列の選択
表 /列選択ウィンドウでは、フォームの参照先となる表の列を選択します。使用できる表が
リストに表示されます。

表表表表 /列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. アプリケーションで表示する表をリストから 1つ以上選択します。選択した表のすべて
の列は、クリックによって手動で選択解除しない限り、デフォルトで自動的に選択され
ます。

フォーム・タイプ・ウィンドウで指定した変更、追加および削除の各オプションは、1
つの表でのみ動作します。複数の表を選択して、これらのオプションを選択した場合、
次のエラー・メッセージが表示されます。

フォームに含める表を
選択します
2-8 Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++ユーザーズ・ガイド



単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
Add, Change, and Delete are supported in applications using a single table. You have 
selected multiple tables.

Database Functionality defaults to Read Only.

必要であれば、選択した表を拡張し、アプリケーションで表示する必要のある追加の列
を選択します。

2. 「次へ」をクリックします。

1つ以上の結合の指定（オプション）つ以上の結合の指定（オプション）つ以上の結合の指定（オプション）つ以上の結合の指定（オプション）
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++では、主キーと外部キーに基づいて、2つの表
間またはビュー間において単純結合（等価結合とも呼ばれる）が自動的に作成されます。

そのような結合は SELECT文のWHERE句で使用し、直積演算が行われないようにします。
直積演算では、ある 1つの表のすべての行と別の表のすべての行が結合されます。たとえ
ば、90行の表と 100行の表を結合すると、9000行の表になります。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : さまざまな種類の結合および直積演算の詳細については、
『Oracle8i SQLリファレンス』の第 4章にある、SELECTコマンドの説明
を参照してください。

この例の場合、主キー
と外部キーに基づいて、
SCOTT.DEPT表と

SCOTT.EMP表が結合
されます。

生成される結合
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
Oracle AppWizardの表結合ウィンドウでは、1つまたは複数の表つまたは複数の表つまたは複数の表つまたは複数の表について、結合が次の形
式で表示されます。

SCHEMA.TABLE_NAME.COLUMN_NAME [DATA_TYPE] joins SCHEMA.TABLE_NAME.COLUMN_NAME 
[DATA_TYPE] 

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって作成された結合（前ページの図に表
示）を使用しない場合は、それを削除して、新しい結合を作成できます。または、Oracle 
AppWizardによって生成されたソース・ファイルに含まれる問合せ文のWHERE句を変更し
て、新しい結合を作成することもできます。

デフォルトの結合をそのまま使用するには、次の操作を行います。デフォルトの結合をそのまま使用するには、次の操作を行います。デフォルトの結合をそのまま使用するには、次の操作を行います。デフォルトの結合をそのまま使用するには、次の操作を行います。 

■ 「次へ」をクリックします。

デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。

1. 表結合ウィンドウの表結合リストに表示されるデフォルトの結合を選択します。

2. 「結合削除」ボタンをクリックします。

結合が削除されます。

新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。

1. マウスと [Ctrl]キーを使って、結合の対象となる 2つの列を、別々の表で 1つずつ選択
します。

新しい結合と次の構文が表結合リストに表示されます。

SCHEMA.TABLE.COLUMN [DATA_TYPE] joins SCHEMA.TABLE.COLUMN [DATA_
TYPE]

2. 「次へ」をクリックします。

別のフォームを作成するかどうかの確認がプロンプト表示されます。新しいフォームを作
成する場合、前の操作に戻って、すでに作成したフォームを変更することはできません。

3. 別のフォームを作成する場合は、「はい」をクリックすると、アプリケーション・タイ
プ・ウィンドウに戻ります。

別のフォームを作成しない場合は、「いいえ」をクリックします。

ヒントヒントヒントヒント : 表や列を選択する場合、連続していない複数の項目を選択する
には、[Ctrl]キーを押しながら、各項目をクリックします。項目を選択解
除するときも、[Ctrl]キーを押しながら、各項目をクリックします。

注意注意注意注意 : 結合は 2つ以上指定できます。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
アプリケーションの種類とユーザー言語の指定アプリケーションの種類とユーザー言語の指定アプリケーションの種類とユーザー言語の指定アプリケーションの種類とユーザー言語の指定
フォームを作成し、「次へ」をクリックしたら、アプリケーションの種類とユーザー言語を
指定できます。

アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. 次のオプションの中から適切なものをクリックして、作成するアプリケーションの種類
を指定します。

■ SDI

■ MDI

■ ダイアログ ベース

注意注意注意注意 : 1つの表のみを指定する場合、表結合のステップはスキップされま
す。

注意注意注意注意 : ダイアログ ベースのアプリケーションは、現行のリリースではサ
ポートしていません。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
2. アプリケーションについて適切な言語をリスト・ボックスで選択するか、デフォルトの
言語を使用します。

3. 「次へ」をクリックします。

残りの残りの残りの残りの MFCウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行
次に示すウィンドウが表示されるまで、残りの標準MFCウィンドウでの必要なステップを
実行します。MFCウィンドウの詳細については、Microsoft Visual C++のドキュメントを参
照してください。

アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示
クラス情報ウィンドウには、アプリケーションについて作成されるクラスが表示されます。
クラスの名前、ヘッダー・ファイル、基礎クラスおよびインプリメンテーション・ファイル
も表示されます。 

ここで選択するクラス
の種類によって、次の
ウィンドウで表示され
る内容が異なります。
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単一レコード表示または複数レコード表示アプリケーションの作成
クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. リスト内の項目に選択もれや誤りがないかを確認します。

2. リストに表示されているクラスを変更する場合は、「戻る」をクリックして適切なダイ
アログ・ボックスに戻り、変更を加えます。

3. 選択したクラスの種類によっては、クラス名、ヘッダー・ファイル名およびインプリメ
ンテーション・ファイル名を変更できます。これらのファイルの名前を変更する場合、
先頭の文字は英文字である必要があります。ファイル名の残りの文字は、英数字である
必要があります。

4. 希望どおりの選択および変更を行ったら、「終了」をクリックします。

「新規プロジェクト情報」ウィンドウが表示されます。

新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示
最後のウィンドウである「新規プロジェクト情報」ウィンドウには、作成する新規スケルト
ン・アプリケーションの指定内容が表示されます。

■ 指定内容が正しい場合は、「OK」をクリックする。

単一レコード・アプリケーションまたは複数レコード・アプリケーション用のファイル
が生成されます。

■ 指定内容が正しくない場合は、「キャンセル」をクリックする。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
マスターマスターマスターマスター /ディテール表示アプリケーションの作成ディテール表示アプリケーションの作成ディテール表示アプリケーションの作成ディテール表示アプリケーションの作成
この項では、マスター /ディテール関係を持つ 2つ以上の表のレコードを表示するアプリ
ケーションの作成方法を説明します。

最初の 3つのウィンドウにおけるステップは、2-5ページの「単一レコード表示または複数
レコード表示アプリケーションの作成」で説明した方法で同じように実行します。ただし、
マスター /ディテール表示の場合、アプリケーション・タイプ・ウィンドウでは、次のス
テップを実行します。

■ データベース・フォームの種類として、「マスターマスターマスターマスター /ディテール表示フォームディテール表示フォームディテール表示フォームディテール表示フォーム」を選択す
る。

■ オプションとして、アプリケーション・ユーザーに対して、アプリケーション・タイ
プ・ウィンドウにリストされるデータベース操作データベース操作データベース操作データベース操作を許可することもできる。その場合
は、3つのチェックボックスのいずれかまたはすべてを選択します。 

フォームの種類の指定フォームの種類の指定フォームの種類の指定フォームの種類の指定
 フォーム・タイプ・ウィンドウで、フォームに付ける名前を入力し、フォームの種類および
アプリケーションで必要とされるデータベース権限を選択します。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
マスター表と列の選択マスター表と列の選択マスター表と列の選択マスター表と列の選択
マスター表 /列選択ウィンドウでは、使用できるマスター表がリストに表示されます。

マスター表マスター表マスター表マスター表 /列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. マスター表の列をリストから選択します。上記の例の場合、SALES_ORDER表がマス
ター表です。SALES_ORDER表のすべての列が選択されました。

2. 必要に応じて、選択した表を拡張し、アプリケーションで表示する列を変更します。表
を拡張するには、表名の左にある '+'をクリックします。

3. 「次へ」をクリックします。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択
ディテール表 /列選択ウィンドウでは、使用できるディテール表がリストに表示されます。
アプリケーションで表示するディテール表と列を選択します。

ディテール表ディテール表ディテール表ディテール表 /列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を実行します。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を実行します。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を実行します。列選択ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を実行します。

1. 1つ以上のディテール表の列をリストから選択します。上記の例の場合、ITEM表が
ディテール表です。ITEM表とそのすべての列が選択されました。

2. 必要に応じて、選択した表を拡張し、アプリケーションで表示する列を変更します。表
を拡張するには、表名の左にある '+'をクリックします。

3. 「次へ」をクリックします。

結合句の作成結合句の作成結合句の作成結合句の作成
マスター /ディテール関係を設定する表を選択したら、マスター /ディテール表結合ウィン
ドウを使って、前の 2つのウィンドウで選択した各表の列の結合方法を指定します。

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++では、主キーと外部キーに基づいて、2つの表
間またはビュー間において単純結合（等価結合とも呼ばれる）が自動的に作成されます。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
そのような結合は SELECT文のWHERE句で使用し、直積演算が行われないようにします。
直積演算では、ある 1つの表のすべての行と別の表のすべての行が結合されます。たとえ
ば、90行の表と 100行の表を結合すると、9000行の表になります。

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって作成された結合（前ページの図に表
示）を使用しない場合は、それを削除して、新しい結合を作成できます。または、Oracle 
AppWizardによって生成されたソース・ファイルに含まれる問合せ文のWHERE句を変更し
て、新しい結合を作成することもできます。

複数の結合を作成する場合は、マスター表とディテール表から 1つずつ列を選択し、各表に
ついて追加の結合句を作成します。

マスターマスターマスターマスター /ディテール表結合ウィンドウのデフォルトの結合をそのまま使用する場合は、次ディテール表結合ウィンドウのデフォルトの結合をそのまま使用する場合は、次ディテール表結合ウィンドウのデフォルトの結合をそのまま使用する場合は、次ディテール表結合ウィンドウのデフォルトの結合をそのまま使用する場合は、次
の操作を行います。の操作を行います。の操作を行います。の操作を行います。

■ 「次へ」をクリックします。

デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。デフォルトの結合を削除するには、次の操作を行います。

1. マスター /ディテール表結合ウィンドウのマスター /ディテール表結合リストに表示さ
れるデフォルトの結合を選択します。

2. 「結合削除」ボタンをクリックします。

結合が削除されます。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。新しい結合を作成するには、次の操作を行います。

1. マスター列のリストから列を 1つ選択します。

2. ディテール列のリストから列を 1つ選択します。

新しい結合と次の構文がマスター /ディテール表結合リストに表示されます。

Master - SCHEMA.TABLE_NAME.COLUMN_NAME [DATA_TYPE] joins Detail - 
SCHEMA.TABLE_NAME.COLUMN_NAME [DATA_TYPE] 

（複数の結合を作成するには、ステップ 1と 2を繰り返します。）
「★Master and detail joins」リストの結合を削除する場合は、削除する結合を選択し、「結合削除」をクリックします。

3. 「次へ」をクリックします。別のフォームを作成するかどうかの確認がプロンプト表示
されます。 

4. 別のフォームを作成する場合は、「はい」をクリックすると、フォーム・タイプ・ウィ
ンドウに戻ります。 

別のフォームを作成しない場合は、「いいえ」をクリックします。

アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定
フォームを作成し、「次へ」をクリックしたら、アプリケーションの種類と言語を指定でき
ます。

アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。アプリケーション・タイプ・ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. 次のオプションの中から適切なものをクリックして、作成するアプリケーションの種類
を指定します。

■ SDI

■ MDI

■ ダイアログ ベース

2. アプリケーションについて適切な言語をリスト・ボックスで選択するか、デフォルトの
言語を使用します。

注意注意注意注意 : ダイアログ ベースのアプリケーションは、現行のリリースではサ
ポートしていません。
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マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
3. 「次へ」をクリックし、標準MFCウィンドウに進みます。

残りの残りの残りの残りの MFCウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行ウィンドウにおけるステップの実行
次に示すウィンドウが表示されるまで、残りの標準MFCウィンドウでの必要なステップを
実行します。MFCウィンドウの詳細については、Microsoft Visual C++のドキュメントを参
照してください。
初期アプリケーションの作成 2-19



マスター /ディテール表示アプリケーションの作成
アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示アプリケーション・クラスの表示
クラス情報ウィンドウには、アプリケーションについて作成されるクラスが表示されます。
クラスの名前、ヘッダー・ファイル、基礎クラスおよびインプリメンテーション・ファイル
も表示されます。 

クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。クラス情報ウィンドウのステップを完了するには、次の操作を行います。

1. リスト内の項目に選択もれや誤りがないかを確認します。

2. リストに表示されているクラスを変更する場合は、「戻る」をクリックして適切なダイ
アログ・ボックスに戻り、変更を加えます。

3. 選択したクラスの種類によっては、クラス名、ヘッダー・ファイル名およびインプリメ
ンテーション・ファイル名を変更できます。これらのファイルの名前を変更する場合、
先頭の文字は英文字である必要があります。ファイル名の残りの文字は、英数字である
必要があります。

4. 希望どおりの選択および変更を行ったら、「終了」をクリックします。

「新規プロジェクト情報」ウィンドウが表示されます。

新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示新規アプリケーションの指定内容の表示
最後のウィンドウである「新規プロジェクト情報」ウィンドウには、作成する新規スケルト
ン・アプリケーションの指定内容が表示されます。

■ 指定内容が正しい場合は、「OK」をクリックします。

マスター /ディテール・アプリケーション用のファイルが作成されます。

ここで選択するクラ
スの種類によって、
次のウィンドウで表
示される内容が異な
ります。
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実行ファイルのビルド
■ 指定内容が正しくない場合は、「キャンセル」をクリックします。

実行ファイルのビルド実行ファイルのビルド実行ファイルのビルド実行ファイルのビルド
アプリケーションが生成されたら、実行ファイルをビルドできます。

実行ファイルをビルドするには、次の操作を行います。実行ファイルをビルドするには、次の操作を行います。実行ファイルをビルドするには、次の操作を行います。実行ファイルをビルドするには、次の操作を行います。

■ 「ビルド」メニューの「ビルド <実行ファイル名 >」を選択します。

Oracle AppWizard プロジェクトがコンパイルおよびリンクされます。

注意注意注意注意 : アプリケーションの構成についてプロジェクト設定が正しいかど
うかをチェックすることをお薦めします。「プロジェクト」メニューの
「設定」を選択して、プロジェクト設定を表示します。
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実行ファイルの実行
実行ファイルの実行実行ファイルの実行実行ファイルの実行実行ファイルの実行
作成したアプリケーションを実行する準備が整いました。

実行ファイルを実行するには、次の操作を行います。実行ファイルを実行するには、次の操作を行います。実行ファイルを実行するには、次の操作を行います。実行ファイルを実行するには、次の操作を行います。

1. 「ビルド」メニューの「実行 <実行ファイル名 >」を選択します。 

「Oracleに接続」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ユーザー名とパスワードを入力します。

3. リモート・データベースに接続する場合は、「データベース別名」テキスト・ボックス
に、データベースの別名を入力します。

注意注意注意注意 : 現在アクティブなプロジェクト構成は、デフォルトで、デバッグ・
バージョンになっています。アクティブなプロジェクト構成を変更するに
は、「ビルド」メニューの「アクティブな構成の設定」を選択します。
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アプリケーションがデータベースに正常に接続すると、データベースから取り出された
データが、生成したフォームに表示されます。次の図は、生成されるフォームのサンプ
ルです。実際のフォームとデータは、選択するデータベース情報の種類によって異なり
ます。
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                                                           アプリケーション・コードの
3

アプリケーション・コードの理解アプリケーション・コードの理解アプリケーション・コードの理解アプリケーション・コードの理解

この章では、アプリケーションの作成において Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++
で使用されるコードについて説明します。ここに記載された情報を利用することにより、ア
プリケーションを簡単にカスタマイズできます。

次の項目について説明します。

■ 概要

■ 生成ファイルの理解

■ 生成ファイル内のコードの理解
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概要
概要概要概要概要
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++では、MFC（Microsoft Foundation Class）を
使用してアプリケーション・フレームワークを作成します。Oracle Objects for OLE C++ク
ラス・ライブラリは、初期アプリケーションを作成するために使用します。Oracle 
AppWizardでは、Visual C++プロジェクトの一連のソース・ファイルおよびリソース・
ファイルがすべて生成され、業務のニーズに応じてカスタマイズできます。

次の図は、Oracle AppWizardで作成したフレームワークが、Oracle Objects for OLE C++ク
ラス・ライブラリをどのように使用して Oracleデータベースと対話するかを示しています。 

Oracle
データベース

DBグリッド・
コントロール

エディット・フィールド

Oracleデータ・コントロール

Net8

アプリケーション

Oracle Objects for 
OLE C++クラス・
ライブラリ
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生成ファイルの理解
生成ファイルの理解生成ファイルの理解生成ファイルの理解生成ファイルの理解
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++のすべての作業ステップを完了し、作成するア
プリケーションについて適切なオプションを選択すると、Oracle AppWizardによって、次
に示す一連のファイルがすべて生成されます。 

■ ソース・ファイルとヘッダー・ファイル

■ プリコンパイル済みヘッダー・ファイル

■ リソース・ファイル

■ その他のファイル

ソース・ファイルとヘッダー・ファイルソース・ファイルとヘッダー・ファイルソース・ファイルとヘッダー・ファイルソース・ファイルとヘッダー・ファイル
Oracle AppWizardでは、次のソース・ファイルとヘッダー・ファイルが作成されます。使
用するファイルには、PRJNAMEのかわりに、実際のプロジェクト名が付けられます。

PRJNAME.h、PRJNAME.cpp

アプリケーション・クラスから派生し、インプリメントした CPRJNAMEApp。このクラス
は、アプリケーションを初期化および実行するためのメンバー関数を提供します。

PRJNAME.clw

ClassWizardによって使用され、プロジェクト内のクラスに関する情報を格納するファイ
ル。

ConnDialog.h、ConnDialog.cpp

ダイアログ・クラスから派生し、インプリメントした CConnDialog。このクラスを使用する
と、アプリケーションはユーザーに対し接続情報を要求できます。 

PRJNAMEDoc.h、PRJNAMEDoc.cpp

ドキュメント・クラスから派生し、インプリメントした CPRJNAMEDoc。このクラスにも、
Oracleデータベースに関連付けられたアプリケーション・データ、変数およびオブジェクト
が含まれます。データへのアクセスは、Oracle Objects for OLEを介して行われます。 

PRJNAMEView.h、PRJNAMEView.cpp

Viewクラスから派生し、インプリメントした CPRJNAMEView。このクラスはドキュメン
ト・データをグラフィカルに表示し、ユーザー入力をドキュメントへの変更として受け入
れ、解釈します。

PRJNAMEDynaset.h、PRJNAMEDynaset.cpp（単一レコード表示フォームおよび複数レコー
ド表示フォーム用）

Dynasetクラスから派生し、インプリメントした PRJNAMEDynaset。このクラスは、デー
タベース内のレコードを作成、管理およびアクセスします。
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PRJNAMEDynasetMaster.h、PRJNAMEDynasetMaster.cpp（マスター /ディテール表示
フォーム用）

Dynasetクラスから派生し、インプリメントした CPRJNAMEDynasetMaster。このクラス
は、データベース内のレコードを作成、管理およびアクセスします。 

PRJNAMEDynasetDetail.h、PRJNAMEDynasetDetail.cpp（マスター /ディテール表示
フォーム用）

Dynasetクラスから派生し、インプリメントした CPRJNAMEDDynasetDetail。このクラス
は、データベース内のレコードを作成、管理およびアクセスします。

ChildFrm.h、ChildFrm.cpp（MDIアプリケーション用）

Child Windowクラスから派生し、インプリメントした CChildFrame。このクラスは、MDI
ドキュメント・フレーム用に使用されます。 

oradc.h、oradc.cpp（複数レコード表示フォームおよびマスター /ディテール表示フォーム用）

Windowクラスから派生し、インプリメントした CORADC。このクラスは、ActiveXコン
トロールである Oracleデータ・コントロールのラッパー・クラスであり、これによって、
複数レコード表示モードおよびマスター /ディテール表示モードを使用するアプリケーショ
ンのデータにアクセスします。

PRJNAMEUtil.h、PRJNAMEUtil.cpp

他のクラスによって使用されるスタンドアロンの関数を宣言し、インプリメントするファイ
ル。ProcessOO4OError()関数と DDX_FieldText()関数は、これらのファイル内で定義され
ています。

MainFrm.h、MainFrm.cpp

Frameクラスから派生し、インプリメントした CMainFrame。このクラスは、ウィンドウ管
理用のメンバー関数とともに、オーバーラップ SDI（単一文書インタフェース）またはポッ
プアップ・ウィンドウの機能を提供します。 

プリコンパイル済みヘッダー・ファイルプリコンパイル済みヘッダー・ファイルプリコンパイル済みヘッダー・ファイルプリコンパイル済みヘッダー・ファイル
Oracle AppWizardでは、次の標準ファイルが作成されます。

StdAfx.h、StdAfx.cpp

プリコンパイル済みヘッダー・ファイル PRJNAME.PCHおよびプリコンパイル済み型ファ
イル StdAfx.OBJを作成するために使用されるファイル。
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リソース・ファイルリソース・ファイルリソース・ファイルリソース・ファイル
Oracle AppWizardでは、次の標準ヘッダー・ファイルおよびメインのリソース・ファイル
が作成されます。

Resource.h、PRJNAME.rc

生成アプリケーションのデフォルトのメニュー定義、アクセラレータおよび文字列表を含む
ファイル。 

PRJNAME.rc2

複数の異なるプロジェクトで使用されるリソースをインクルードするときに便利なファイ
ル。異なるプロジェクトについて同じリソースを複数回作成するかわりに、1つの RC2ファ
イルにリソースを取り入れて、その RC2ファイルをメインの RCファイル内にインクルード
できます。

.¥RES¥PRJNAME.ico 

アプリケーションのアイコン・ファイル。このアイコンは、アプリケーションが最小化され
たときに表示され、「バージョン情報」ボックス内でも使用されます。

.¥RES¥PRJNAMEDoc.ico

複数ドキュメント・インタフェース・アプリケーションで使用する子ウィンドウ用のアイコ
ン・ファイル。 

.¥RES¥TOOLBAR.BMP

プログラムやコントロールをツールバーまたはパレット内で表すのに使用するビットマッ
プ・ファイル。 

その他のファイルその他のファイルその他のファイルその他のファイル
Oracle AppWizardでは、次のファイルも作成されます。

ReadMe.txt

Oracle AppWizardによってアプリケーション用に作成されるファイルに関する情報を含む
ファイル。

生成ファイル内のコードの理解生成ファイル内のコードの理解生成ファイル内のコードの理解生成ファイル内のコードの理解
この項では、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって生成されるコードの機能
を次の項目に分けて説明します。

■ Oracle Objects for OLEクラスクラスクラスクラス：アプリケーションの持つあらゆる機能のコードです。

■ アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作：アプリケーションの初期化、SQL文の実行、データ
ベースへの接続、データベース表列の表示を行うためのコードについて説明します。
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■ ナビゲーション・フローナビゲーション・フローナビゲーション・フローナビゲーション・フロー：：：：レコード・ナビゲーションを行うためのコードについて説明
します。

■ データ操作フローデータ操作フローデータ操作フローデータ操作フロー：レコードの挿入、更新および削除を行うためのコードについて説明
します。

■ 複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード：一度に複数のレコードを表示するフォームを
持つアプリケーションを作成するためのコードについて説明します。

Oracle Objects for OLEクラスクラスクラスクラス
Oracle AppWizardでは、Oracle Object for OLE C++コードを生成して、Oracleデータベー
スへの接続およびデータ・アクセスを行います。次の表は、Oracle Objects for OLE C++ク
ラス・ライブラリを利用して Oracleデータベースと通信する際に、Oracle AppWizardに
よって使用されるクラスを示しています。

ORACLE_HOME¥OO4O¥CPP¥INCLUDEにある oracl.hヘッダー・ファイルには、Oracle 
Objects for OLEクラスの宣言が含まれます。

アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作アプリケーション起動時の動作
ここでは、初期アプリケーションの作成用に設計された一連のウィンドウで操作する際、次
に示すような、アプリケーションの起動中または起動後のアクティビティを制御するメソッ
ドについて説明します。 

■ 生成アプリケーションでの Oracle Objects for OLE C++クラス・ライブラリの初期化

■ データベースへの接続

■ SQL文の実行

■ 表列の表示

注意注意注意注意 : 上記の各項目で説明する生成コードは、最後の項目で説明する生
成コードを除いて、単一レコード表示モードのみを使用するアプリケー
ション用に作成してあります。

クラスクラスクラスクラス 説明説明説明説明

ODatabase Oracleデータベースを表すデータベース・オブジェクト。

ODynaset Oracleデータベース内のレコードを作成、管理およびアクセスする。

OField Oracleデータベース・レコード内の 1つのデータ列。

OValue さまざまな型の値を Oracleデータベースに格納する。
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Oracle Objects for OLE C++クラス・ライブラリの初期化クラス・ライブラリの初期化クラス・ライブラリの初期化クラス・ライブラリの初期化
次に示すとおり、アプリケーションの起動時において、CPRJNAMEApp::InitInstance()内の
OStartup()コールは、Oracle Object for OLE C++クラス・ライブラリを初期化します。

BOOL CTestApp::InitInstance()
{

    ...
// initializing Oracle Object for OLE C++ Class Library
OStartup();
   ...

}

データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続
アプリケーション・フレームワークによって、アプリケーション・データを格納するドキュ
メント・オブジェクト（CPRJNAMEDocクラス）が作成されます。ドキュメントの初期化
時に次の宣言を使用すると、このクラスは DbConnect()をコールしてドキュメントに関連付
けられたデータベース（m_database）を初期化し、データベースに接続します。

class C PRJNAMEDoc : public CDocument
{
 ...

  // Attributes
  public:

    ODatabase m_database;
    CPRJNAMEDynaset m_ PRJNAMEDynaset;

  // Implementation
  public:

virtual ~CTestDoc();
bool DbConnect();

...
};
CPRJNAMEDocクラスのコンストラクタ・メソッド

CPRJNAMEDoc:: C PRJNAMEDoc()
{

while (!m_database.IsOpen())
  {
   if (DbConnect() == false)

return;
}

}

注意注意注意注意 : 太字は Oracleコードを表します。
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データベースを初期化し、接続するために、アプリケーションでは次の操作が行われます。

■ データベース接続情報を要求するためのダイアログ・ボックス（connDlg）を作成

■ データベースに接続

■ 接続に失敗した場合、エラーを処理

メソッド CPRJNAMEDoc::DbConnect()は、次に示すように、データベース接続をインプリ
メントします。

bool C PRJNAMEDoc::DbConnect()
{

   CConnDialog connDlg;
   oresult dbresult;
   int dlgResult;

// a dialog box to get connection information from users
 dlgResult = connDlg.DoModal();
 if (dlgResult == IDOK)

 {  
// Connect to the database

 dbresult = m_database.Open(connDlg.GetDbAlias(),   
 connDlg.GetUsername(), connDlg.GetPassword());

 if (dbresult == OFAILURE)
 {

// processing error message
  ProcessOO4OError(&m_database);
  }
  return(true);

}
else

 return(false);
}                    

SQL文の実行文の実行文の実行文の実行
データベースに正常に接続した場合、次の宣言を使用することにより、フレームワークに
よってアプリケーションのビュー（CPRJNAMEViewクラス）が作成されます。 

class CPRJNAMEView : public CFormView
{  

 ...
 public:

CTestDynaset *m_pDynaset;
bool m_bEditingRecord; //if the record must be edited

// Operations 
protected:

virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
virtual void OnInitialUpdate(); // called first time after construct

...
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// Implementation
public:

 virtual ~C PRJNAMEView();
protected:
...
 void PerformMove(int nCommand);
// Generated message map functions
protected:

...
afx_msg void OnMoveNext();
afx_msg void OnMovePrev();
afx_msg void OnMoveFirst();
afx_msg void OnMoveLast();
afx_msg void OnUpdateMoveNext(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnUpdateMovePrev(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnUpdateMoveFirst(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnUpdateMoveLast(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnAddNewRecord();
afx_msg void OnUpdateAddNewRecord(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnDeleteRecord();
afx_msg void OnUpdateDeleteRecord(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnUpdateRecord();
afx_msg void OnUpdateUpdateRecord(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnCancelRecord();
afx_msg void OnUpdateCancelRecord(CCmdUI* pCmdUI);
afx_msg void OnChangeEdit();
...

}

CPRJNAMEViewクラスのコンストラクタ・メソッドは、次に示すとおり、そのメンバー変
数を初期化します。

CPRJNAMEView::C PRJNAMEView()
: CFormView(C PRJNAMEView::IDD)

{
...
m_pDynaset = NULL;
m_bEditingRecord = false;
...

 }

ビューが表示される前に、アプリケーション・フレームワークによって
CPRJNAMEView::OnInitialUpdate()メソッドがコールされ、初期化が実行されます。この
場合、ドキュメント・クラス情報について次の要件があります。
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■ ビューは表の情報を表示する必要がある。この要件を満たすため、CPRJNAMEViewク
ラスのm_pDynasetメンバー変数は、CPRJNAMEDocクラスのm_PRJNAMEDynaset
メンバー変数を参照してドキュメントから情報を取得します。

■ ダイナセットは表中の一連のレコードに関連付けられている必要がある。ドキュメント
に関連付けられたデータベース内のダイナセットをオープンするために、アプリケー
ションによって ODynaset::OpenQuery()メソッドがコールされます。

これによって、次に示すとおり、CPRJNAMEView::OnInitialUpdate()メソッドがインプリ
メントされます。

void CPRJNAMEView::OnInitialUpdate()
{

...
m_pDynaset = &GetDocument()->m_PRJNAMEDynaset;
m_pDynaset->OpenQuery(GetDocument()->m_database);
...

}

CPRJNAMEDynasetクラスは、表中の一連のレコードを表します。このクラスは、次に示す
宣言を使用して、データベース内のレコードを作成、管理およびアクセスします。この宣言
では、各データ・メンバー変数について、それらが実際にどの列を表しているのかを示すコ
メントが付いています。

class CTestDynaset : public ODynaset
{
...
public:

 // strings needed for creating the queries
 CString m_strSQLQuery;  // the query to be sent to the database
 CString m_strSQLSelect; // the select portion
 CString m_strSQLFilter; // the where portion
 CString m_strSQLSort;   // the order by portion
// Field/Param Data
OField m_Column1; //for COL1
OField m_Column2; //for COL2

...
// Operations
public:

void OpenQuery(ODatabase theDB);
void CreateSQLSelect();
void CreateSQLFilter();
void AddFilter(CString strFilter);
void CreateSQLSort();
void ResetToDefaultFilter();
void RefreshQuery();
...
}
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ドキュメントに関連付けられたダイナセットをオープンするために、メソッド
CPRJNAMEDynaset::OpenQuery()が CPRJNAMEView::OnInitialUpdate()でコールされま
す。CPRJNAMEDynaset::OpenQuery()メソッドは次のアクションを実行します。

■ 実行する問合せ文を作成する。

■ データベースから一連のレコードを要求し、ダイナセットを設定してレコードにアクセ
スする。

■ データ・コントロールを、CPRJNAMEDynasetクラスの OFieldメンバー変数（m_
Column1、m_Column2など）にバインドする。

CPRJNAMEDynaset::OpenQuery()メソッドは、次のようにインプリメントされます。

 // opens the query
 void CPRJNAMEDynaset::OpenQuery(ODatabase theDB)
{

 oresult dbresult;
 // m_strSQLQuery, m_strSQLSelect, m_strSQLFilter are CString objects.
 // These are member variables in CPRJNAMEDynaset class
 // create a query statement to be executed by the Open() call
 m_strSQLQuery = m_strSQLSelect;
 if (m_strSQLFilter)

   m_strSQLQuery += m_strSQLFilter;
 if (m_strSQLSort)

  m_strSQLQuery += m_strSQLSort;
// executing a SQL statement
dbresult = Open(theDB, m_strSQLQuery);
 // binding edit controls with columns in the table
  m_Column1 = GetField("COL1");
  m_Column2 = GetField("COL2");

 ...
}

表列の表示表列の表示表列の表示表列の表示
ビューには、関連付けられているドキュメントの格納データが表示されます。ドキュメント
およびビューのデータは一致している必要があります。したがって、CPRJNAMEDynasetク
ラスの OFieldメンバー変数（データベース表の列）およびビュー内の編集コントロールは、
CPRJNAMEView::DoDataExchange()メソッドを使用して検証および交換する必要がありま
す。このメソッドは、次のようにインプリメントされます。

void CPRJNAMEView::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

...
 // performing data exchange
 DDX_FieldText(pDX, IDC_COL1, 

m_pDynaset->m_Column1, m_pDynaset);
 DDX_FieldText(pDX, IDC_COL2, 
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m_pDynaset->m_Column2, m_pDynaset);
    ...
}

ナビゲーション・フローナビゲーション・フローナビゲーション・フローナビゲーション・フロー
この項では、ダイナセット・レコード・セット間をナビゲートできるようにするために、
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって生成されるコードについて説明しま
す。

次に示す 4つのコントロールを使用することにより、アプリケーション・ユーザーはレコー
ド間をナビゲートできます。

これらのナビゲーション・コントロールの動作様式を、次の 2つの表に示します。イベン
ト・ハンドラは COMMANDメッセージを処理し、メッセージ・ハンドラはUPDATE_
COMMAND_UIメッセージを処理します。

 

アクションアクションアクションアクション ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID イベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドラ 説明説明説明説明

最初のレコード
移動

ID_RECORD_MOVEFIRST OnMoveFirst ダイナセットの結果
セット内の最初のレ
コードに移動する。

前のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVEPREV OnMovePrev ダイナセットの結果
セット内の前のレ
コードに移動する。

次のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVENEXT OnMoveNext ダイナセットの結果
セット内の次のレ
コードに移動する。

最後のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVELAST OnMoveLast ダイナセットの結果
セット内の最後のレ
コードに移動する。

最初のレコードへ 最後のレコードへ

次のレコードへ前のレコードへ
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すべてのナビゲーション操作は、CPRJNAMEView::PerformMove()メソッドを使用して、
要求されたナビゲーションを実行します。ナビゲーション操作の生成コードについて説明す
るには、CPRJNAMEView::PerformMove()メソッドの生成コードについて説明する必要が
あります。

レコード・ナビゲーションの仕組みレコード・ナビゲーションの仕組みレコード・ナビゲーションの仕組みレコード・ナビゲーションの仕組み
すべてのナビゲーション操作では、CPRJNAMEView::PerformMove()メソッドが使用されま
す。 

レコード・ナビゲーションがユーザーから要求されると、アプリケーションでは、実際のナ
ビゲーションを行う前に、CPRJNAMEView::PerformMove()がコールされ、現レコードを更
新またはデータベースに挿入する必要があるかどうかが確認されます。このメソッドは次の
操作を実行します。 

■ レコードが編集可能かどうかをチェック

■ ビューとダイナセットとの間でデータを交換

■ レコードの修正後、データベース内でレコードを更新

■ 要求されたナビゲーションを実行

CPRJNAMEView::PerformMove()メソッドは、次のようにインプリメントされます。

void CPRJNAMEView::PerformMove(int nCommand)
{

// nCommand is the control ID of the navigational button and represents
// the requested operation.

 oresult dbresult;
// Verify whether or not the record can be edited.
if (m_pDynaset->GetEditMode() != ODYNASET_EDIT_NEWRECORD)

アクションアクションアクションアクション ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID 「更新」コマンドの「更新」コマンドの「更新」コマンドの「更新」コマンドの
メッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラ

説明説明説明説明

最初のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVEFIRST OnUpdateMoveFirst ダイナセットの結果
セット内の最初のレ
コードを更新する。

前のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVEPREV OnUpdateMovePrev ダイナセットの結果
セット内の前のレ
コードを更新する。

次のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVENEXT OnUpdateMoveNext ダイナセットの結果
セット内の次のレ
コードを更新する。

最後のレコードに
移動

ID_RECORD_MOVELAST OnUpdateMoveLast ダイナセットの結果
セット内の最後のレ
コードを更新する。
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m_pDynaset->StartEdit();
// exchange data between the the view and the dynaset
if (!UpdateData())

return;
// if the record changes, update the record in the dynaset
if (m_pDynaset->get_CurrentRowModified())
{
dbresult = m_pDynaset->Update();
if (dbresult == OFAILURE)
{

 ProcessOO4OError(m_pDynaset);
 return;

}
}
else

dbresult = m_pDynaset->CancelEdit();
switch(nCommand) // perform action, depends on the requeset navigation
{

  case ID_RECORD_MOVENEXT:
m_pDynaset->MoveNext();
break;

 case ID_RECORD_MOVEPREV:
m_pDynaset->MovePrev();
break;

 case ID_RECORD_MOVEFIRST:
m_pDynaset->MoveFirst();
break;

 case ID_RECORD_MOVELAST:
m_pDynaset->MoveLast();
break;

}
// exchange data between the view and the dynaset
UpdateData(FALSE);
m_bEditingRecord = false;
}

データベース内の最初のレコードへのナビゲートデータベース内の最初のレコードへのナビゲートデータベース内の最初のレコードへのナビゲートデータベース内の最初のレコードへのナビゲート
現レコードがデータベース内の最初のレコードではないとき、コントロール IDが ID_
RECORD_MOVEFIRSTの「最初のレコードへ」ボタンをユーザーがクリックすると、最初
のレコードにナビゲートします。 

CPRJNAMEView::OnUpdateMoveFirst()メソッドは「最初のレコードへ」ボタンを使用可能
または使用不可に切り替えます。このメソッドは、次のようにインプリメントされます。

Void CTestView::OnUpdateMoveFirst(CCmdUI* pCmdUI)
{
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生成ファイル内のコードの理解
pCmdUI->Enable((m_pDynaset->IsOpen() == TRUE 
&& m_pDynaset->IsFirst() ==    FALSE) ? true : false);

}

コントロール IDが ID_RECORD_MOVEFIRSTのボタンがクリックされると、
CPRJNAMEView::OnMoveFirst()メソッドがコールされ、"最初のレコードに移動 "イベン
トが処理されます。

CPRJNAMEView::OnMoveFirst()メソッドは、次のようにインプリメントされます。

// move to the first record
void C PRJNAMEView::OnMoveFirst()
{

PerformMove(ID_RECORD_MOVEFIRST);
}

最後のレコードへのナビゲート最後のレコードへのナビゲート最後のレコードへのナビゲート最後のレコードへのナビゲート
現レコードがデータベース内の最後のレコードではないとき、コントロール IDが ID_
RECORD_MOVELASTの「最後のレコードへ」ボタンをユーザーがクリックすると、最後
のレコードにナビゲートします。 

CPRJNAMEView::OnUpdateMoveLast()メソッドは、次に示すように「最後のレコードへ」
ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateMoveLast(CCmdUI* pCmdUI)
{

pCmdUI->Enable((m_pDynaset->IsOpen() == TRUE 
&& m_pDynaset->IsLast() == FALSE) ? true : false);

}

コントロール IDが ID_RECORD_MOVELASTのボタンがクリックされると、
CPRJNAMEView::OnMoveLast()メソッドがコールされ、"最後のレコードに移動 "イベン
トが処理されます。

CPRJNAMEView::OnMoveLast()メソッドは、次のようにインプリメントされます。

// move to the last record
void C PRJNAMEView::OnMoveLast()
{

PerformMove(ID_RECORD_MOVELAST);
}
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前のレコードへのナビゲート前のレコードへのナビゲート前のレコードへのナビゲート前のレコードへのナビゲート
現レコードがデータベース内の最初のレコードではないとき、コントロール IDが ID_
RECORD_MOVEPREVの「前のレコードへ」ボタンをユーザーがクリックすると、前のレ
コードにナビゲートします。 

CPRJNAMEView::OnUpdateMovePrev()メソッドは、次に示すように「前のレコードへ」
ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateMovePrev(CCmdUI* pCmdUI)
{

CTestView::OnUpdateMoveFirst(pCmdUI);
}

「前のレコードへ」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnMovePrev()メソッド
がコールされ、"前のレコードへ移動 "イベントが処理されます。このメソッドは、次のよ
うにインプリメントされます。

// move to the previous record
void C PRJNAMEView::OnMovePrev()
{

PerformMove(ID_RECORD_MOVEPREV);
}

次のレコードへのナビゲート次のレコードへのナビゲート次のレコードへのナビゲート次のレコードへのナビゲート
現レコードがデータベース内の最後のレコードではないとき、コントロール IDが ID_
RECORD_MOVENEXTの「次のレコードへ」ボタンをユーザーがクリックすると、次のレ
コードにナビゲートします。 

CPRJNAMEView::OnUpdateMoveNext()メソッドは、次に示すように「次のレコードへ」
ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateMoveNext(CCmdUI* pCmdUI)
{

CTestView::OnUpdateMoveLast(pCmdUI);
}

「次のレコードへ」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnMoveNext()メソッド
がコールされ、"次のレコードへ移動 "イベントが処理されます。このメソッドは、次のよ
うにインプリメントされます。

// move to the next record
void C PRJNAMEView::OnMoveNext()
{

PerformMove(ID_RECORD_MOVENEXT);
}
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データ操作フローデータ操作フローデータ操作フローデータ操作フロー
ここでは、表中のデータを操作するために、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++に
よって生成されるコードについて説明します。

次に示す 4つのコントロールを使用することにより、アプリケーション・ユーザーは、レ
コードの追加、削除および更新や、レコードをデータベースに送信する前にレコードの更新
を取り消すことができます。 

上記のコントロールは、次の表に示す ODynasetクラス・メソッドに対応しています。イベ
ント・ハンドラは COMMANDメッセージを処理し、メッセージ・ハンドラはUPDATE_
COMMAND_UIメッセージを処理します。

アクションアクションアクションアクション ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID イベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドラ 説明説明説明説明

新規レコードの
追加

ID_RECORD_ADDNEW OnAddNewRecord ダイナセットの結果
セットに新規レコー
ドを追加する。

レコードの削除 ID_RECORD_DELETE OnUpdateRecord ダイナセットの結果
セットからレコード
を削除する。

レコードの更新 ID_RECORD_UPDATE OnDeleteRecord 現レコードへの変更
をコミットする。

レコードに対する
変更の取消し

ID_RECORD_CANCEL OnCancelRecord 現レコードへの変更
を取り消す。

アクションアクションアクションアクション ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID メッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラメッセージ・ハンドラ

新規レコードの追加 ID_RECORD_ADDNEW OnUpdateAddNewRecord

レコードの削除 ID_RECORD_DELETE OnUpdateUpdateRecord

レコードの更新 ID_RECORD_UPDATE OnUpdateDeleteRecord

レコードに対する変更の
取消し

ID_RECORD_CANCEL OnUpdateCancelRecord

レコードに対する変更の取消し

レコードの更新

レコードの削除

レコードの追加
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新規レコードの追加新規レコードの追加新規レコードの追加新規レコードの追加
現レコードが更新中ではないとき、コントロール IDが ID_RECORD_ADDNEWの「レコー
ド追加」ボタンをユーザーがクリックすると、新規レコードがデータベースに追加されま
す。 

CPRJNAMEView::OnUpdateAddNewRecord()メソッドは、次に示すように「レコード追
加」ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateAddNewRecord(CCmdUI* pCmdUI) 
{

CmdUI->Enable(m_pDynaset->IsOpen() == TRUE && !m_bEditingRecord);
}

「レコード追加」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnAddNewRecord()メソッ
ドがコールされ、"レコードの追加 "イベントが処理されます。このメソッドは、次のよう
にインプリメントされます。

// Allows the user to add a new record to the table
void C PRJNAMEView::OnAddNewRecord() 
{

if (m_pDynaset->AddNewRecord() == OSUCCESS)
{

UpdateData(FALSE);
m_bEditingRecord = true;

}
else
{

ProcessOO4OError(m_pDynaset);
}

}

レコードの更新レコードの更新レコードの更新レコードの更新
現レコードが更新中ではないとき、コントロール IDが ID_RECORD_UPDATEの「レコー
ド更新」ボタンをユーザーがクリックすると、データベース内のレコードが更新されます。 

CPRJNAMEView::OnUpdateUpdateRecord()メソッドは、次に示すように「レコード更新」
ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateUpdateRecord(CCmdUI* pCmdUI) 
{

pCmdUI->Enable(m_pDynaset->IsOpen() == TRUE && m_bEditingRecord);
}
「レコード更新」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnUpdateRecord()メソッ
ドがコールされ、"レコードの更新 "イベントが処理されます。このメソッドは、次のよう
にインプリメントされます。

// Updates the changes the user has made to the current record of the table
void CC PRJNAMEView::OnUpdateRecord()
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{
oresult dbresult;
if (m_pDynaset->GetEditMode() != ODYNASET_EDIT_NEWRECORD)

 m_pDynaset->StartEdit();
if (!UpdateData())

 return;
if (m_pDynaset->get_CurrentRowModified())
{
dbresult = m_pDynaset->Update();
if (dbresult == OFAILURE)
    {

 ProcessOO4OError(m_pDynaset);
 return;
    }

  }
  else
  dbresult = m_pDynaset->CancelEdit();
  UpdateData(FALSE);
  m_bEditingRecord = false;

}

レコードの削除レコードの削除レコードの削除レコードの削除
現レコードが更新中ではないとき、コントロール IDが ID_RECORD_DELETEの「レコード
削除」ボタンをユーザーがクリックすると、データベース内のレコードが削除されます。 

CPRJNAMEView::OnUpdateDeleteRecord()メソッドは、次に示すように「レコード削除」
ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateDeleteRecord(CCmdUI* pCmdUI) 
{

pCmdUI->Enable(m_pDynaset->IsOpen() == TRUE && !m_bEditingRecord);
}

「レコード削除」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnDeleteRecord()メソッド
がコールされ、"レコードの削除 "イベントが処理されます。このメソッドは、次のように
インプリメントされます。

// Deletes the current record from the table
void CC PRJNAMEView::OnDeleteRecord() 
{

bool bWasLast = m_pDynaset->IsLast() == TRUE ? true : false;
if (m_pDynaset->DeleteRecord() == OSUCCESS)
{

 if (!bWasLast)
m_pDynaset->MoveNext();

else
m_pDynaset->MovePrev();
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UpdateData(FALSE);
m_bEditingRecord = false;

}
else
{

ProcessOO4OError(m_pDynaset);
}

}

レコードに対する変更の取消しレコードに対する変更の取消しレコードに対する変更の取消しレコードに対する変更の取消し
現レコードが更新中ではないとき、コントロール IDが ID_RECORD_CANCELの「レコー
ド変更取消し」ボタンをユーザーがクリックすると、データベース内のレコードについて、
入力したもののまだコミットしていない変更が取り消されます。 

CPRJNAMEView::OnUpdateCancelRecord()メソッドは、次に示すように「レコード変更取
消し」ボタンを使用可能または使用不可に切り替えます。

void CTestView::OnUpdateCancelRecord(CCmdUI* pCmdUI) 
{

pCmdUI->Enable(m_pDynaset->IsOpen() == TRUE && m_bEditingRecord);
}

「レコード変更取消し」ボタンがクリックされると、CPRJNAMEView::OnCancelRecord()メ
ソッドがコールされ、"変更の取消し "イベントが処理されます。このメソッドは、次のよ
うにインプリメントされます。

// Cancels the changes to the current record.
void CC PRJNAMEView::OnCancelRecord()
{

if (m_pDynaset->GetEditMode() != ODYNASET_EDIT_NOEDIT)
if (m_pDynaset->CancelEdit() == OFAILURE)

ProcessOO4OError(m_pDynaset);
UpdateData(FALSE);
m_bEditingRecord = false;

}

複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード複数レコード表示フォームの生成コード
ここでは、複数レコード表示フォームを使用するアプリケーションの生成コードについて説
明します。この項の前半では、単一レコード表示フォーム用の生成コードについて説明しま
した。

注意注意注意注意 : 太字は Oracleコードを表します。
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Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++では、単一レコード表示モードでレコードを表
示およびアクセスするために、Oracleデータ・コントロール・クラス CORADCを使用しま
す。CPRJNAMEViewクラスは、次のように定義されます。

class C PRJNAMEView : public CFormView
{  

...
public:

CTestDynaset *m_pDynaset;
CORADC m_dataControl // Used by Oracle control to display

                  and access data
...

}

データ交換は、次に示すとおり、CPRJNAMEView::DoDataExchange()の Oracleデータ・コ
ントロール・オブジェクト（m_dataControl）を使用して行われます。

void C PRJNAMEView::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

// performing data exchange
// IDC_ORADC is the control ID for the Oracle Data Control grid
DDX_Control(pDX, IDC_ORADC, m_dataControl);

}
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                                                            チュートリア
4

チュートリアルチュートリアルチュートリアルチュートリアル

この章では、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって生成されたアプリケー
ションを作成およびカスタマイズする方法について、順を追って説明します。このチュート
リアルに含まれるカスタマイズのレッスンはすべて、第 3章の「アプリケーション・コード
の理解」に記載されている情報を基にしています。各レッスンの導入部分では、レッスンの
学習内容を説明します。

このチュートリアルのすべてのレッスンを実施することで、Oracle AppWizard初期アプリ
ケーションの作成およびカスタマイズの方法を習得できます。次の項目について説明しま
す。

■ 概要

■ 作業を開始する前に

■ レッスン 1:初期アプリケーションの作成

■ レッスン 2:発注書への顧客情報の追加

■ レッスン 3:ユーザーによる発注書への商品の追加

■ レッスン 4:ユーザーによる発注書の更新

■ レッスン 5:ユーザーによる新規発注書の追加、コミットまたは取消し
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概要
概要概要概要概要
店の経営者は、すべての顧客とその販売物に関する記録を正確に管理する必要があります。
そのような作業には、データベース・アプリケーションが最も適しています。

このチュートリアルでは、Nicole's Sporting Goodsというスポーツ用品店で使用する、
"Order"という名前の発注書アプリケーションを開発します。この業務では、注文、販売し
たアイテムおよび商品を購入した顧客に関する情報を追跡する必要があります。データベー
ス表の構造体を作成および検査してから、これらの情報を管理するためのアプリケーション
を作成およびカスタマイズします。ここで開発したアプリケーションを使用することによっ
て、Nicoleさんと従業員は、スポーツ用品店で使用する発注書を作成、更新および表示でき
るようになります。

チュートリアルの各項は、Orderのバージョン番号に対応しており、各レッスンの内容は、
前のレッスンで学習した内容に基づいて展開します。最後のレッスンが完了すると、
Nichole's Sporting Goods用にカスタマイズされた発注書システムのプログラムが完成しま
す。

チュートリアル用のファイルは、次の場所でアクセスできます。

ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER[1～ 5]

これらのファイルを見ることによって、各レッスンの終了時にどのファイルが作成されてい
る必要があるかがわかります。Order1ファイルはレッスン 1に、Order2ファイルはレッス
ン 2に対応し、それ以降のファイルも同様にレッスン番号が付いています。したがって、
レッスン 1で作成される一連のファイルを見るには、次のファイルにアクセスします。

ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER1

作業を開始する前に作業を開始する前に作業を開始する前に作業を開始する前に
アプリケーションの作成を開始するには、アプリケーションによって処理される情報を用意
するために、データベース表を設定する必要があります。Nicoleさんは、注文、販売したア
イテム、顧客および販売した商品に関する情報を追跡する必要があるため、このような要件
が反映されるような表を構築する必要があります。

この発注書システムを作成するには、互いに対話する次のようなデータベース表を設定する
必要があります。

■ Sales_Order

■ Item

■ Customer

■ Product

ユーザー DEMOおよび上記の表を作成する必要がある場合は、%ORACLE_
HOME%¥RDBMS¥ADMINディレクトリで DEMO.SALを検索し、Server Managerまたは
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作業を開始する前に
SQL*Plus内で実行します。DEMO.SALファイルは、ユーザー DEMOを作成し、SQLスク
リプト BDEMOBLD.SQLをコールして上記の表を作成します。

これから組み立てる表のデータ・モデルを次に示します。

Sales_Order 表表表表 :

Name                            Null?    Type
------------------------------- -------- ----
ORDER_ID                        NOT NULL NUMBER(4)
ORDER_DATE                               DATE
CUSTOMER_ID                              NUMBER(6)
SHIP_DATE                                DATE
TOTAL                                    NUMBER(8,2)

Item 表表表表 :

Name                            Null?    Type
------------------------------- -------- ----
ORDER_ID                        NOT NULL NUMBER(4)
ITEM_ID                         NOT NULL NUMBER(4)
PRODUCT_ID                               NUMBER(6)
ACTUAL_PRICE                             NUMBER(8,2)
QUANTITY                                 NUMBER(8)
TOTAL                                    NUMBER(8,2)

Customer 表表表表 :

Name                            Null?    Type
------------------------------- -------- ----
CUSTOMER_ID                     NOT NULL NUMBER(6)
NAME                                     VARCHAR2(45)
ADDRESS                                  VARCHAR2(40)
CITY                                     VARCHAR2(30)
STATE                                    VARCHAR2(2)
ZIP_CODE                                 VARCHAR2(9)
AREA_CODE                                NUMBER(3)
PHONE_NUMBER                             NUMBER(7)
SALESPERSON_ID                           NUMBER(4)
CREDIT_LIMIT                             NUMBER(9,2)
COMMENTS                                 LONG
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
Product 表表表表 :

Name                            Null?    Type
------------------------------- -------- ----
PRODUCT_ID                      NOT NULL NUMBER(6)
DESCRIPTION                              VARCHAR2(30)

レッスンレッスンレッスンレッスン 1:初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成初期アプリケーションの作成
レッスン 1では、Nicole's Sporting Goodsで使用する発注書アプリケーションの基礎を形成
します。このレッスンでは、第 2章の「初期アプリケーションの作成」で説明したように、
初期アプリケーションを短時間で完成する方法を学習します。Oracle AppWizard for 
Microsoft Visual C++を使って作成するアプリケーションは、すぐにカスタマイズできます。

レッスン 1を終了すると、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++を使って初期アプリ
ケーションを作成する方法が理解できるようになります。

レッスン 1は次のパートで構成されます。

■ パート 1: Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の操作

■ パート 2:生成されるクラスとファイルの理解

■ パート 3: 生成プロジェクトの ReadMe.txtの表示

■ パート 4:アプリケーションのビルドと実行

パートパートパートパート 1: Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の操作の操作の操作の操作

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++の起動の起動の起動の起動
1. Microsoft Visual C++を起動します。

2. 「ファイル」メニューの「新規作成」を選択します。

「新規作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 「プロジェクト」タブをクリックします。

4. プロジェクト・タイプのリストから、「Oracle AppWizard for MFC (exe)」を選択しま
す。

5. アプリケーションを格納するディレクトリのパスを入力します。

6. 「プロジェクト名」ボックスに Orderと入力します。これが作成するアプリケーション
の名前になります。

7. 「新規にワークスペースを作成」が選択されていることを確認します。

8. 「OK」をクリックします。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++が起動します。

「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ「ようこそ」ウィンドウ
Oracle AppWizardの開始ウィンドウである「ようこそ」ウィンドウが表示されます。

「次へ」をクリックして操作を続けます。

Oracleデータベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続
1. 「ユーザー名」ボックスに DEMOと入力します。

2. 「パスワード」ボックスに DEMOと入力します。

3. リモート・データベースに接続する場合は、「データベース別名」ボックスに、データ
ベースの別名を入力します。

4. すべての入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
フォームの種類の命名と指定フォームの種類の命名と指定フォームの種類の命名と指定フォームの種類の命名と指定
1. フォームの名前として Orderと入力します。

2. 「マスター /ディテール表示フォーム」を選択します。

3. 「新規レコード追加」、「既存レコード変更」および「既存レコード削除」の各チェック
ボックスをクリックします。

4. 「次へ」をクリックします。

「マスター /ディテール
表示フォーム」を選択
します

「新規レコード追加」、
「既存レコード変更」お
よび「既存レコード削
除」をクリックします

ここに Orderと入力します
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
マスター表と列の選択マスター表と列の選択マスター表と列の選択マスター表と列の選択
ORACLE DB/Users/DEMO:

1. SALES_ORDER表を選択します。これがマスター表になります。

デフォルトで、SALES_ORDER以下のすべての列が選択されます。

2. デフォルトを受け入れ、「次へ」をクリックします。

SALES_ORDER表を選択
します。これがマスター表
になります。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択ディテール表と列の選択
ORACLE DB/Users/DEMO:

1. リストから ITEM表を選択します。これがディテール表になります。

デフォルトで、ITEM以下のすべての列が選択されます。

2. デフォルトを受け入れ、「次へ」をクリックします。

ITEM表を選択します。
これがディテール表に
なります。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
表間の結合句の作成表間の結合句の作成表間の結合句の作成表間の結合句の作成
次のウィンドウには、選択したマスター表とディテール表の列、および Oracle AppWizard
によって作成されたデフォルトの結合句が表示されます。Oracle AppWizardでは、マス
ター表とディテール表の主キーと外部キーを基にしたデフォルトの結合が作成されます。

次の例では、主キーと外部キーに基づいて、デフォルトの結合が作成されました。

Sales.Order.Order_ID joined with Item.Order_ID

3. 「次へ」をクリックして、デフォルトの結合を使用します。

次のメッセージがプロンプト表示されます。

「別のフォームを作成しますか別のフォームを作成しますか別のフォームを作成しますか別のフォームを作成しますか ?」

4. 「いいえ」をクリックします。

デフォルトの結合
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定アプリケーションの種類と言語の指定
次に表示されるウィンドウで、次の操作を行います。次に表示されるウィンドウで、次の操作を行います。次に表示されるウィンドウで、次の操作を行います。次に表示されるウィンドウで、次の操作を行います。

1. 「SDI」を選択します。

2. 現行のデフォルト言語を使用します。このチュートリアルでは、「英語 [U.S]」を使用し
ます。

3. 「次へ」をクリックします。

「SDI」を選択します

ここで言語を選択します

デフォルトの値を使用する
には、「終了」をクリック
します

次のウィンドウに
進むには、「次へ」
をクリックします
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
残りのステップの実行残りのステップの実行残りのステップの実行残りのステップの実行
1. 次に表示される各ウィンドウで「次へ」をクリックして、残りのステップについてもデ
フォルトのオプションを使用します。「終了」をクリックしても、デフォルトの値が自
動的に使用されます。

次の図に示すように、最後のウィンドウの「次へ」ボタンは使用不可になっています。

このウィンドウには、アプリケーションで作成されるクラスが表示されます。

2. 「終了」をクリックして、初期アプリケーションの作成を開始します。

「新規プロジェクト情報」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、Oracle 
AppWizardが Orderアプリケーションを作成する際に使用した指定項目が表示されま
す。

「次へ」は使用不可
になっています

「終了」をクリックして初期アプリケーションの作成
を開始します
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
3. 「新規プロジェクト情報」ウィンドウの情報が正しいかどうか確認します。

4. 情報を確認したら、「OK」をクリックします。

Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++では、Orderアプリケーションについて、ソー
ス・ファイル、ヘッダー・ファイルおよびリソース・ファイルが作成され、ワークスペース
"Order"がオープンした状態のMicrosoft Developer Studioに自動的に移行します。

パートパートパートパート 2:生成されるクラスとファイルの理解生成されるクラスとファイルの理解生成されるクラスとファイルの理解生成されるクラスとファイルの理解
Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++による Orderアプリケーションの作成が終わり
ましたので、今度は自分のニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。ア
プリケーションをカスタマイズするためには、表 4-1の「Oracle AppWizardによって作成
された "Order"アプリケーションのファイルとクラス」に示している、このアプリケーショ
ン用に作成されたクラスとファイルについて理解する必要があります。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
パートパートパートパート 3: 生成プロジェクトの生成プロジェクトの生成プロジェクトの生成プロジェクトの ReadMe.txtの表示の表示の表示の表示
Oracle AppWizardでは、生成された Orderプロジェクトについて ReadMe.txtファイルが
作成されます。この ReadMe.txtファイルには、作成されたソース・ファイル、ヘッダー・
ファイルおよびリソース・ファイルの説明が記述されています。

ReadMe.txtファイルの内容を表示するには、次の操作を行います。ファイルの内容を表示するには、次の操作を行います。ファイルの内容を表示するには、次の操作を行います。ファイルの内容を表示するには、次の操作を行います。

1. 「FileView」を選択します。

2. ダイアログ・ボックスの「ワークスペース」で、プロジェクトの名前 Orderをクリック
してオープンします。

3. ReadMe.txtファイルをクリックしてオープンします。

表表表表 4-1  Oracle AppWizard によって作成されたによって作成されたによって作成されたによって作成された "Order "アプリケーションのファイルとクラスアプリケーションのファイルとクラスアプリケーションのファイルとクラスアプリケーションのファイルとクラス

ファイルファイルファイルファイル クラスクラスクラスクラス 説明説明説明説明 基本クラス基本クラス基本クラス基本クラス

AboutDlg.cpp
AboutDlg.h

CAboutDlg 「About Order」ダイアロ
グ・ボックスのダイアロ
グ・クラス

CDialog

ConnDialog.cpp
ConnDialog.h

CConnDialog 「Oracleに接続」ダイア
ログ・ボックスのダイア
ログ・クラス

CDialog

MainFrame.cpp
MainFrame.h

CMainFrame フレーム・ウィンドウ・
クラス

CFrameWnd

ORADC.cpp
ORADC.h

CORADC データ・コントロール・
クラス

CWnd

OrderApp.cpp
OrderApp.h

COrderApp アプリケーション・
クラス

CWinApp

OrderDynasetDetail.cpp
OrderDynasetDetail.h

COrderDynasetDetail Sales Order表の Dynaset
クラス

ODynaset

OrderDynasetMaster.cpp
OrderDynasetMaster.h

COrderDynasetMaster Item表の Dynaset
クラス

ODynaset

OrderView.cpp
OrderView.h

COrderView フォーム・ビュー・
クラス

CFormView

OrderDoc.cpp
OrderDoc.h

COrderDoc ドキュメント・クラス CDocument

OrderUtil.cpp
OrderUtil.h

該当なし スタンドアロン関数 :
OO4OError()、DDX_
Field Text()などの処理
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
Orderの ReadMe.txtファイルの外観を次に示します。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
パートパートパートパート 4:アプリケーションのビルドと実行アプリケーションのビルドと実行アプリケーションのビルドと実行アプリケーションのビルドと実行
この項では、Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++によって作成された実行ファイル
を、Microsoft Developer Studioを使ってビルドおよび実行します。

アプリケーションをビルドするには、次の操作を行います。アプリケーションをビルドするには、次の操作を行います。アプリケーションをビルドするには、次の操作を行います。アプリケーションをビルドするには、次の操作を行います。

■ 「ビルド」メニューの「ビルド Order.exe」を選択します。

アプリケーションを実行するには、次の操作を行います。アプリケーションを実行するには、次の操作を行います。アプリケーションを実行するには、次の操作を行います。アプリケーションを実行するには、次の操作を行います。

1. 「ビルド」メニューの「実行 Order.exe」を選択します。

「Connect to Oracle」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「User Name」ボックスと「Password」ボックスに、それぞれ DEMOと入力します。
リモート・データベースに接続する場合は、「Database Alias」ボックスに、データベー
スの別名を入力します。

3. 「Connect」をクリックします。
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レッスン 1:初期アプリケーションの作成
Orderアプリケーションが表示されます。

次の機能を確認し、使用してみます。

■ ナビゲーション・コントロールナビゲーション・コントロールナビゲーション・コントロールナビゲーション・コントロール

ツールバー上にあるこれらのコントロールによって、レコード間を簡単にナビゲートで
きます。

■ 「Record」メニュー

このメニューを使ってもレコード間をナビゲートできます。

■ 「View」メニュー

ツールバーまたはステータス・バーの表示 /非表示を切り替えます。

■ 「Help」->「About Order」

「About Order」ウィンドウを表示します。（「OK」をクリックするとウィンドウが閉じ
ます。）

■ 「File」->「Exit」

アプリケーションを終了します。

レコード間をナビゲートするための矢印コントロール「Help」
メニュー

「File」メニュー
から終了

マスター表コン
トロール : 
Sales_Order表
のデータを表示
します。

ディテール表の
コントロール : 
Item表のデータ
を表示します。
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レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
レッスンレッスンレッスンレッスン 2:発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加
最初のカスタマイズ作業では、Orderアプリケーションの発注書に表示される、顧客の詳細
情報を追加する方法を学習します。この作業を行うには、次の各パートに示す操作を実行し
ます。

■ パート 1: CUSTOMER表の Dynasetクラスの作成

■ パート 2:発注書への顧客情報の追加

■ パート 3:発注書の顧客情報の表示

レッスン 2で作成される一連のファイルを見るには、次のファイルにアクセスします。

ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER2.

パートパートパートパート 1: CUSTOMER表の表の表の表の Dynasetクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成
現在受注している注文について発注書フォームの顧客情報を表示するには、CUSTOMER表
を表す ODynasetクラスを最初に作成する必要があります。これを作成するには、
ODynasetクラスから導出される、COrderCustomerDynasetと呼ばれる汎用クラスを新規に
作成します。

ODynasetクラスは、Oracle Objects for OLE C++クラス・ライブラリに含まれています。こ
のクラスは、データベース内のデータ・レコードを作成、管理およびアクセスします。

CUSTOMER表のダイナセットを作成するには、次の操作を行います。表のダイナセットを作成するには、次の操作を行います。表のダイナセットを作成するには、次の操作を行います。表のダイナセットを作成するには、次の操作を行います。

1. Microsoft Developer Studioの「Class View」で、Orderクラスを右クリックし、「クラ
スの新規作成」を選択します。

「クラスの新規作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「クラスの種類」リストの「Genericクラス」を選択します。

3. 「クラス情報」で、「クラス名」テキスト・ボックスに次の文字列を入力します。

COrderDynasetCustomer

4. 「基本クラス」リストで、「派生元」という見出しの列に次の文字列を入力します。

ODynaset

5. 「用途」列見出しの下に表示されるデフォルト・エントリ "public"を使用します。

注意注意注意注意 : このレッスンでは、アプリケーションのコードを追加また
は変更する必要のある箇所がいくつかあります。追加または変更す
る必要のあるコードは、太字で表記されています。
                                                                    チュートリアル 4-17



レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
「OK」をクリックする前の「クラスの新規作成」ダイアログ・ボックスの外観を次に示しま
す。

6. 「OK」をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

新しいクラス新しいクラス新しいクラス新しいクラス ウィザードは基本クラスウィザードは基本クラスウィザードは基本クラスウィザードは基本クラスODynasetに対してインクルードするための適に対してインクルードするための適に対してインクルードするための適に対してインクルードするための適
切なヘッダー切なヘッダー切なヘッダー切なヘッダー ファイルを見つけることができませんでした。ファイルを見つけることができませんでした。ファイルを見つけることができませんでした。ファイルを見つけることができませんでした。

7. 「OK」をクリックします。

このメッセージが表示されるのは、生成ファイルの中に ODynasetクラスの定義が含ま
れていないためです。したがって、ODynasetクラスを定義するヘッダー・ファイル
ORACL.Hを、OrderDynaSetCustomer.hファイルに手動でインクルードする必要があ
ります。このヘッダー・ファイルは、次のディレクトリにあります。

ORACLE_HOME¥0040¥cpp¥include
aORACLE_HOME¥0040¥cpp¥include

Oracle AppWizardでは、COrderDynasetCustomerクラスについて、
OrderDynasetCustomer.cppファイルと OrderDynasetCustomer.hファイルが生成され、
次の記述が含まれます。

OrderDynasetCustomer.hファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。

//OrderDynasetCustomer.h: interface for the COrderDynasetCustomer Class//
//////////////////////////////////////////////////////////
class COrderDynasetCustomer : public ODynaset
{

「用途」列見出し

「クラスの種類」
リスト・ボックス
の「Genericクラ
ス」を選択しま
す。

「派生元」列見出し
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レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
public:
COrderDynasetCustomer();
};

OrderDynasetCustomer.cppファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。ファイルの記述内容を次に示します。

//OrderDynasetCustomer.cpp: implmentation of the COrderDynasetCustomer class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////
#include "stdafcx.h"
#include "Order.h"
#include "OrderDynasetCustomer.h"
COrderDynasetCustomer:COrderDynasetCustomer()
{

}
COrderDynasetCustomer:~COrderDynasetCustomer()
{

}

COrderDynasetCustomerクラスへのメンバー変数の追加クラスへのメンバー変数の追加クラスへのメンバー変数の追加クラスへのメンバー変数の追加
COrderDynasetCustomerクラスは、ODynasetクラスから導出されます。このクラスには、
データベースに対して問合せを行う SQL文の情報を格納するメンバー変数が含まれます。
また、USER.DEMO.CUSTOMER表の列を表すための情報も格納します。これらのメンバー
変数を表 4-2の「COrderDynasetCustomerのデータ・メンバー」に示します。

表表表表 4-2  COrderDynasetCustomer のデータ・メンバーのデータ・メンバーのデータ・メンバーのデータ・メンバー

メンバー変数メンバー変数メンバー変数メンバー変数 型型型型 型の説明型の説明型の説明型の説明

m_strSQLQuery CString データベースに送られる問合せ

m_strSQLSelect CString SQL文の Select句

m_strSQLFilter CString SQL文のWhere句

m_strSQLSort CString SQL文の Order句

m_Column1 OField CUSTOMER表の CUSTOMER_ID列

m_NAME OField CUSTOMER表の NAME列

m_ADDRESS OField CUSTOMER表の ADDRESS列

m_CITY OField CUSTOMER表の CITY列

m_STATE OField CUSTOMER表の STATE列

m_ZIP_CODE OField CUSTOMER表の ZIP列
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レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
1. COrderDynasetCustomerクラスのメンバー変数を追加するには、
COrderDynasetCustomer.hファイルに次のコードを入力します。

class COrderDynasetCustomer : public ODynaset 
{
...
public:

COrderDynasetCustomer();
virtual ~COrderDynasetCustomer();

public:
// strings needed for creating the queries

CString m_strSQLQuery;  // the query to be sent to the database
CString m_strSQLSelect; // the select portion
CString m_strSQLFilter; // the where portion
CString m_strSQLSort;   // the order by portion

// Field/Param Data
OField m_CUSTOMER_ID;
OField m_NAME;
OField m_ADDRESS;
OField m_CITY;
OField m_STATE;
OField m_ZIP_CODE;
OField m_AREA_CODE;
OField m_PHONE_NUMBER;
OField m_SALESPERSON_ID;
OField m_CREDIT_LIMIT;
OField m_COMMENTS;

...
};

m_AREA_CODE OField CUSTOMER表の AREA_CODE列

m_PHONE_NUMBER OField CUSTOMER表の TELEPHONE_NUMBER列

m_SALESPERSON_ID OField CUSTOMER表の SALESPERSON_ID列

m_CREDIT_LIMIT OField CUSTOMER表の CREDIT_LIMIT列

m_COMMENTS OField CUSTOMER表の COMMENTS列

表表表表 4-2  COrderDynasetCustomer のデータ・メンバーのデータ・メンバーのデータ・メンバーのデータ・メンバー (続き続き続き続き )

メンバー変数メンバー変数メンバー変数メンバー変数 型型型型 型の説明型の説明型の説明型の説明
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レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
COrderDynasetCustomerクラスへのメンバー関数と詳細なインプリメンクラスへのメンバー関数と詳細なインプリメンクラスへのメンバー関数と詳細なインプリメンクラスへのメンバー関数と詳細なインプリメン
トの追加トの追加トの追加トの追加
表 4-3の「COrderDynaset Customerのメンバー関数」に示すメンバー関数を
COrderDynaset顧客クラスに追加すると、問合せ文の作成、データベースでの処理および情
報の取出しと格納が行えるようになります。

1. COrderDynasetCustomerクラスのメンバー関数を宣言するには、
OrderDynasetCustomer.hファイルに次のコードを追加します。

class COrderDynasetCustomer : public ODynaset  
{

...

public:
COrderDynasetCustomer();
virtual ~COrderDynasetCustomer();

// Operations
public:
void OpenQuery(ODatabase theDB);
void CreateSQLSelect();
void AddFilter(CString strFilter);
void ResetToDefaultFilter();
void RefreshQuery();
...

};

2. メンバー変数の値を初期化するには、OrderDynasetCustomer.cppファイルにある
COrderDynasetCustomerクラスのコンストラクタ・メソッドに、次のコードを追加し
ます。

COrderDynasetCustomer::COrderDynasetCustomer()
{

表表表表 4-3  COrderDynaset Customer のメンバー関数のメンバー関数のメンバー関数のメンバー関数

メンバー関数メンバー関数メンバー関数メンバー関数 説明説明説明説明

OpenQuery 問合せを開始し、データベースから情報を取り出します。

CreateSQLSelect デフォルトの問合せ（SELECT）文を作成します。

AddFilter 問合せ文に条件を追加します。

ResetToDefaultFilter 問合せの条件句をリセットします。

RefreshQuery 実行する問合せをリフレッシュします。
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m_strSQLQuery.Empty();
m_strSQLSelect.Empty();
m_strSQLFilter.Empty();
m_strSQLSort.Empty();

// Create the default select clause of the 
statement m_strSQLSelect

  CreateSQLSelect();
}

3. デフォルトの SQL文を作成するには、OrderCustomer.cppファイルの
COrderDynasetCustomer class::CreateSQLSelect()メソッドに、次のコードを入力しま
す。

// Creates the default select
void COrderDynasetCustomer::CreateSQLSelect()

{
m_strSQLSelect = "select CUSTOMER_ID, NAME, 
    ADDRESS, CITY, STATE, ¥
    ZIP_CODE, AREA_CODE, PHONE_NUMBER, ¥
    SALESPERSON_ID, CREDIT_LIMIT, COMMENTS ¥
    from DEMO.CUSTOMER";

}
4. 問合せ文の作成、問合せの処理およびデータベースからの情報の取出しを行うには、

OrderCustomer.cppファイルの COrderDynasetCustomer class::OpenQuery()メソッド
に、次のコードを入力します。

// opens the query
void COrderDynasetCustomer::OpenQuery(ODatabase theDB)
{

oresult dbresult;
// create a query statement

m_strSQLQuery = m_strSQLSelect;
if (m_strSQLFilter)
      m_strSQLQuery += m_strSQLFilter;
if (m_strSQLSort)
      m_strSQLQuery += m_strSQLSort;

// query the database
dbresult = Open(theDB, m_strSQLQuery);

// retreive/store information from the database
m_CUSTOMER_ID = GetField("CUSTOMER_ID");
m_NAME = GetField("NAME");
m_ADDRESS = GetField("ADDRESS");
m_CITY = GetField("CITY");
m_STATE = GetField("STATE");
m_ZIP_CODE = GetField("ZIP_CODE");
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m_AREA_CODE = GetField("AREA_CODE");
m_PHONE_NUMBER = GetField("PHONE_NUMBER");
m_SALESPERSON_ID = GetField("SALESPERSON_ID");
m_CREDIT_LIMIT = GetField("CREDIT_LIMIT");
m_COMMENTS = GetField("COMMENTS");

// display the first record from the Customer table
dbresult = MoveFirst();

}

5. 問合せの条件句を追加するには、OrderCustomer.cppファイルの
COrderDynasetCustomer class::AddFilter()メソッドに、次のコードを入力します。

// adds a condition to the where clause
void COrderDynasetCustomer::AddFilter(CString strFilter)
{

m_strSQLFilter += m_strSQLFilter.IsEmpty() ? " 
    WHERE " : " AND ";
m_strSQLFilter += strFilter;

}
6. 問合せの条件句をリセットするには、OrderCustomer.cppファイルの

COrderDynasetCustomer class::ResetToDefaultFilter()メソッドに、次のコードを入力し
ます。

// resets the filter to the default value
void COrderDynasetCustomer::ResetToDefaultFilter()
{

  m_strSQLFilter.Empty();
}

7. 実行する問合せをリフレッシュするには、OrderCustomer.cppファイルの
COrderDynasetCustomer class::RefreshQuery()メソッドに、次のコードを追加します。

void COrderDynasetCustomer::RefreshQuery()
{

oresult dbresult;

// create a query statement
m_strSQLQuery = m_strSQLSelect;
if (m_strSQLFilter)
    m_strSQLQuery += m_strSQLFilter;
if (m_strSQLSort)
    m_strSQLQuery += m_strSQLSort;

// set the query statement to be used
dbresult = SetSQL(m_strSQLQuery);
dbresult = Refresh();

}
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パートパートパートパート 2:発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加発注書への顧客情報の追加
発注書の顧客情報を表示するには、顧客ダイナセットを COrderViewクラスと COrderDoc
クラスに追加します。

1. m_pDynasetCustomerという名前のメンバー変数を COrderViewクラスに追加します。
このメンバー変数は、型 COrderCustomerDynasetクラスへのポインタです。

class COrderView : public CFormView
{

...    
COrderDynasetMaster *m_pDynasetMaster;
COrderDynasetDetail *m_pDynasetDetail;
COrderDynasetCustomer *m_pDynasetCustomer;
...

}

2. COrderViewクラスのコンストラクタ・メソッドで、変数m_pDynasetCustomerを
NULLに初期化します。

COrderView::COrderView()
: CFormView(COrderView::IDD)

{
...
m_pDynasetMaster = NULL;
m_pDynasetDetail = NULL;
m_pDynasetCustomer = NULL;
...

}

3. m_OrderDynasetCustomerという名前のメンバー変数を COrderDocクラスに追加しま
す。これは COrderCustomerDynasetクラスのオブジェクトです。

class COrderDoc : public CDocument
{

...
COrderDynasetMaster m_OrderDynasetMaster;
COrderDynasetDetail m_OrderDynasetDetail;
COrderDynasetCustomer m_OrderDynasetCustomer;
...

}

4. Order.cpp、OrderDoc.hおよび OrderView.hにヘッダー・ファイル
OrderDynaserCustomer.hをインクルードし、COrderDynasetCustomerクラスを定義
します。
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パートパートパートパート 3:発注書の顧客情報の表示発注書の顧客情報の表示発注書の顧客情報の表示発注書の顧客情報の表示
この項では、各発注書の顧客情報を表示する方法を紹介します。

1. 顧客情報を表示するための 10個の編集コントロールを「IDD_ORDER_FORM」ダイア
ログ・ボックスに追加します。追加するコントロールのコントロール IDを、表 4-4の
「COrderDynasetCustomerクラスの OFieldメンバー変数に対する編集コントロール ID
のマッピング」に示します。

表表表表 4-4  COrderDynasetCustomer クラスのクラスのクラスのクラスの OField メンバー変数に対する編集コントロールメンバー変数に対する編集コントロールメンバー変数に対する編集コントロールメンバー変数に対する編集コントロール IDのののの
マッピングマッピングマッピングマッピング

コントロールコントロールコントロールコントロール ID COrderDynasetCustomer クラスのメンバークラスのメンバークラスのメンバークラスのメンバー
変数変数変数変数

IDC_CUST_NAME m_NAME

IDC_CUST_ADDRESS m_ADDRESS

IDC_CUST_CITY m_CITY

IDC_CUST_STATE m_STATE

IDC_CUST_ZIP_CODE m_ZIP_CODE

IDC_CUST_AREA_CODE m_AREA_CODE

IDC_CUST_PHONE_NUMBER m_PHONE_NUMBER

IDC_CUST_SALESPERSON_ID m_SALESPERSON_ID

IDC_CUST_CREDIT_LIMIT m_CREDIT_LIMIT

IDC_CUST_COMMENTS m_COMMENTS
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これらの編集コントロールを追加すると、「IDD_ORDER_FORM」ダイアログ・ボックスは
次の図のようになります。この図は参考用です。実際のダイアログ・ボックスは多少異なる
場合があります。

これらの編集コントロールを、COrderDynasetCustomerクラスの OFieldメンバーにバ
インドするには、COrderView class::DoDataExchange()メソッド内で、各 customerエ
ディット・コントロールについて DDX_FieldText()メソッドをコールします。OFieldメ
ンバーは CUSTOMER表の列を表します。表 4-4の「COrderDynasetCustomerクラス
の OFieldメンバー変数に対する編集コントロール IDのマッピング」に示すとおり、表
の列を COrderDynasetCustomerクラスの OFieldメンバー変数にバインドします。

たとえば、DDX_FieldText()を使って、編集コントロール IDC_CUST_NAMEを
COrderDynasetCustomerクラスのm_NAMEメンバー変数にバインドするときは、次
のような記述になります。

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_NAME, m_pDynasetCustomer->m_Name, 
m_pDynasetCustomer);

where m_pDynasetCustomer is a member variable in COrderView class

customerエディット・コントロールを COrderDyaset Customerクラスの OFieldメン
バーにバインドするには、OrderView.appファイルの COrderView:DoData Exchange
に次のコードを入力します。

void COrderView::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

...
CFormView::DoDataExchange(pDX);
...
// for customer dynaset

追加した
コント
ロール

追加した
コント
ロール
4-26 Oracle AppWizard for Microsoft Visual C++ユーザーズ・ガイド                              



レッスン 2:発注書への顧客情報の追加
DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_NAME, 
m_pDynasetCustomer->m_NAME, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_ADDRESS, 
m_pDynasetCustomer->m_ADDRESS, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_CITY, m_pDynasetCustomer->m_CITY, 
m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_STATE,
m_pDynasetCustomer->m_STATE, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_ZIP_CODE, 
m_pDynasetCustomer->m_ZIP_CODE, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_AREA_CODE,
m_pDynasetCustomer->m_AREA_CODE, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_PHONE_NUMBER,
m_pDynasetCustomer->m_PHONE_NUMBER, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_CREDIT_LIMIT, 
m_pDynasetCustomer->m_CREDIT_LIMIT, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_SALESPERSON_ID,
m_pDynasetCustomer->m_SALESPERSON_ID, m_pDynasetCustomer);

DDX_FieldText(pDX, IDC_CUST_COMMENTS, 
m_pDynasetCustomer->m_COMMENTS, m_pDynasetCustomer);

...
}

2. ビューがドキュメントに連結されているときに顧客ダイナセットを初期化するには、
OrderView.cppの COrderView::OnInitialUpdate()メソッドに次のコードを追加します。

void COrderView::OnInitialUpdate()
{

CString strJoin;
...
m_pDynasetMaster = &GetDocument()->m_OrderDynasetMaster;
m_pDynasetDetail = &GetDocument()->m_OrderDynasetDetail;
m_pDynasetCustomer = &GetDocument()->m_OrderDynasetCustomer;

m_pDynasetMaster->OpenQuery(GetDocument()->m_database);
}

3. 発注書の顧客情報を取り出すには、SALES_ORDER表の CUSTOMER_ID列と ITEM表
の CUSTOMER_ID列との間で、結合操作を実行する必要があります。

// create a join based on CUSTOMER_ID 
// between the Customer table and 
// the Sales.Order table. 
m_pDynasetCustomer->ResetToDefaultFilter();
strJoin = "CUSTOMER_ID = " + 

(CString)m_pDynasetMaster->m_Column1;
m_pDynasetCustomer->AddFilter(strJoin);
// create, process the query
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m_pDynasetCustomer->OpenQuery(GetDocument()->m_database);
...

CFormView::OnInitialUpdate();
m_dataControl.SetRecordset((LPDISPATCH)(m_pDynasetDetail->Internal()));
...

}

4. 移動操作を実行した後に顧客ダイナセットを更新するには、OrderView.hにある
COrderViewクラスの PerformMove()メソッドに次のコードを入力します。

void COrderView::PerformMove(int nCommand)
{

...
// Update Customer information
m_pDynasetCustomer->ResetToDefaultFilter();
strJoin = "CUSTOMER_ID = " + 

(CString)m_pDynasetMaster->m_Column1;
m_pDynasetCustomer->AddFilter(strJoin);
m_pDynasetCustomer->RefreshQuery();

UpdateData(FALSE);
}
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5. アプリケーションをビルドし、実行します。

次の図のようなアプリケーションが作成されます。

レッスンレッスンレッスンレッスン 3:ユーザーによる発注書への商品の追加ユーザーによる発注書への商品の追加ユーザーによる発注書への商品の追加ユーザーによる発注書への商品の追加
Nicoleさんの店の従業員は、発注書に商品を追加できるようになる必要があります。した
がって、レッスン 3では、次の操作を行うためにアプリケーションをカスタマイズする方法
を紹介します。

■ PRODUCT表にある取扱い商品の表示

■ 発注書への商品アイテムの追加

■ 商品アイテムを発注書に追加したときの、ITEM表とディテール表コントロールの更新

■ 商品アイテムを発注書に追加したときの、SALES_ORDER表とマスター表コントロール
の更新

レッスン 3は次のパートで構成されます。

■ パート 1: PRODUCT表のアイテム・リストの表示

■ パート 2:選択した商品の発注書への追加

レッスン 3で作成される一連のファイルを見るには、次のファイルにアクセスします。

顧客情報が表
示されます
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ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER3.

パートパートパートパート 1: PRODUCT表のアイテム・リストの表示表のアイテム・リストの表示表のアイテム・リストの表示表のアイテム・リストの表示
Nicole's Sporting Goodsでは、数多くの種類の商品を扱っています。ただし、商品の多く
は、名前と種類が似ています。データの整合性を保持するには、発注書アプリケーションの
ウィンドウで商品アイテムのリストを表示することが最善の方法です。これによって、
Nicoleさんの店の従業員は、顧客が購入したアイテムをリストから選択できるようになりま
す。

このパートでは、取扱い商品を表示するリスト・ボックスを「IDD_ORDER_FORM」ダイ
アログ・ボックスに追加します。

1. 複数アイテムを選択できるようになる、コントロール IDが IDC_PRODUCTLISTのリ
スト・ボックスを追加します。これによってユーザーは、複数の販売アイテムを選択で
きるようになり、同時に発注書にも追加できます。

2. リスト・ボックスのメンバー変数m_prodListを COrderViewクラス内に作成します。

変数m_prodListは、型 CListBoxのコントロール・ハンドラです。この変数は、
PRODUCT表の商品アイテム・リストを格納するために使用します。

3. PRODUCT表にある取扱い商品のリストをリスト・ボックスに表示するには、
OrderView.cppファイルの COrderView::OnInitialUpdate()メソッドに次のコードを追
加します。

void COrderView::OnInitialUpdate()
{

...
CFormView::OnInitialUpdate()

...

// Put list of sales items into the listbox
ODynaset oProdList;
oProdList.Open(GetDocument()->m_database, 
     "SELECT PRODUCT_ID,
     FROM DEMO.PRODUCT ORDER BY PRODUCT_ID");
int index = 0;
while (!oProdList.IsEOF())

{
   m_prodList.InsertString(index,   
       (CString)oProdList.GetField(0) + " - " + 

注意注意注意注意 : このレッスンでは、アプリケーションのコードを追加また
は変更する必要のある箇所がいくつかあります。追加または変更す
る必要のあるコードは、太字で表記されています。
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        oProdList.GetField(1));

m_prodList.SetItemData(index,     
       (long)oProdList.GetField(0));
oProdList.MoveNext();
index++;

}
}

パートパートパートパート 2:選択した商品の発注書への追加選択した商品の発注書への追加選択した商品の発注書への追加選択した商品の発注書への追加
Nicoleさんの店の従業員が商品リスト・ボックスの販売アイテムを発注書に追加すると、販
売アイテムの新規レコードが ITEM表に挿入されます。追加した販売アイテムの金額が発注
書に反映されるように、Nicoleさんは、SALES_ORDER表の TOTAL列が再計算されるよう
にしたいと考えています。ディテール表コントロールとマスター表コントロールの内容も、
それに従って更新される必要があります。

1. 販売アイテムを発注書に追加したときに SALES_ORDER表の TOTAL列が更新される
ようにするには、SALES_ORDER表を更新する必要があります。SALES_ORDER表を
更新できるようにするには、COrderDynasetMaster::OpenQuery()メソッドでの Open()
関数コールで、3つ目のパラメータ ODYNASET_READONLYを削除します。

変更前変更前変更前変更前 :

dbresult = Open(theDB, m_strSQLQuery, ODYNASET_READONLY); 

変更後変更後変更後変更後 :

dbresult = Open(theDB, m_strSQLQuery);

2. 「IDD_ORDER_FORM」ダイアログ・ボックスで、販売アイテムの追加イベントを処理
するためのボタンを作成します。このボタンは次のプロパティを持つ必要があります。

3. 販売アイテムを発注書に追加したときに、SALES_ORDER表、ITEM表、マスター表コ
ントロールおよびディテール表コントロールの更新を処理するには、OrderView.cpp
ファイルの COrderView::OnAddItems()メソッドに次のコードを入力します。

void COrderView::OnAdditems() 
{

int *pAddIndices;
int nSelCount;
oresult r;

表表表表 4-5  ボタンのプロパティボタンのプロパティボタンのプロパティボタンのプロパティ

ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID ボタン・キャプションボタン・キャプションボタン・キャプションボタン・キャプション イベントイベントイベントイベント イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数

IDC_ADDITEMS Add to Order BN_Clicked OnAdditems
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nSelCount = m_prodList.GetSelCount();
pAddIndices = new int[nSelCount];
m_prodList.GetSelItems(nSelCount, pAddIndices);
for (int i = 0; i < nSelCount; i++)
{

char szProdID[8];
char szItemID[8];
itoa(m_prodList.GetItemData(pAddIndices[i]), szProdID,        
     10);
itoa(m_pDynasetDetail->GetRecordCount() + 1, szItemID, 
     10);
CString strInsert = "INSERT INTO DEMO.ITEM (ORDER_ID, 
     PRODUCT_ID, ITEM_ID, QUANTITY, 
     ACTUAL_PRICE, TOTAL) SELECT " +
       CString)m_pDynasetMaster->m_Column3 + ", " 
     + szProdID +", " + szItemID +
       ", 1, LIST_PRICE, LIST_PRICE FROM            
     DEMO.PRICE WHERE PRODUCT_ID = " +
     szProdID + " AND ((SYSDATE BETWEEN 
     START_DATE AND END_DATE) OR " +
   "(SYSDATE > START_DATE AND END_DATE IS NULL))";
r = GetDocument()->m_database.ExecuteSQL(strInsert);
if (r == OFAILURE)
ProcessOO4OError(&GetDocument()->m_database);
m_pDynasetDetail->Refresh();

}
TotalOrder();
m_prodList.SelItemRange(FALSE, 0, m_prodList.GetCount());
delete pAddIndices;
}

4. 関数 TotalOrder()が、COrderView::OnAdditems()メソッドでコールされています。こ
の関数は、COrderViewクラスのメンバー関数です。発注書の合計金額を再計算し、
SALES_ORDER表の TOTAL列を更新します。

TotalOrder()を COrderViewクラス内で宣言するには、OrderView.hファイルの
COrderViewクラスに次のコードを入力します。

public:
void TotalOrder();

5. OrderView.cppファイルの COrderView::TotalOrder()メソッドに次のコードを追加し
ます。

void COrderView::TotalOrder()
{

ODynaset oTotal;
OTotal.Open(GetDocument()->m_database, "SELECT SUM(TOTAL) FROM 
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DEMO.ITEM WHERE ORDER_ID = " +
(CString)m_pDynasetMaster->m_Column3);

m_pDynasetMaster->StartEdit();
m_pDynasetMaster->

m_Column5.SetValue((double)oTotal.GetField(0));
m_pDynasetMaster->Update();
UpdateData(FALSE);

}

6. アプリケーションをビルドし、実行します。次の図のようなアプリケーションが作成さ
れます。

レッスンレッスンレッスンレッスン 4:ユーザーによる発注書の更新ユーザーによる発注書の更新ユーザーによる発注書の更新ユーザーによる発注書の更新
この項では、Orderアプリケーションのディテール表コントロールに変更を加えます。ディ
テール表の QUANTITY列または ACTUAL_PRICE列の値が変わる場合、ITEM表、
SALES_ORDER表、マスター表コントロールおよびディテール表コントロールの内容も、そ
れに応じて変更される必要があります。

レッスン 5は次のパートで構成されます。

■ パート 1:ディテール表コントロールによる "AfterColUpdate"、"AfterUpdate"および
"AfterDelete"イベントの処理

■ パート 2:イベント・ハンドラ関数へのインプリメンテーション詳細情報の追加

商品情報が
表示されて
います
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レッスン 4で作成される一連のファイルを見るには、次のファイルにアクセスします。

ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER4.

パートパートパートパート 1:ディテール表コントロールによるディテール表コントロールによるディテール表コントロールによるディテール表コントロールによる "AfterColUpdate"、、、、"AfterUpdate"
およびおよびおよびおよび "AfterDelete"イベントの処理イベントの処理イベントの処理イベントの処理

1. 指定されたイベント・ハンドラ関数を使ってイベント型を処理する、「IDD_ORDER_
FORM」ダイアログ・ボックスのディテール表コントロール（ID = IDC_DATAGRID）
を変更します。これらの関数とハンドラのリストを表 4-6の「 ディテール表コントロー
ルのイベント・ハンドラ関数へのイベント型のマッピング」に示します。

2. ディテール表コントロールのメンバー変数m_datagridを COrderViewクラス内に作成
します。変数m_datagridは、型 CMsDgridCtrlのコントロール・ハンドラです。この
変数はディテール表を表し、データの更新または取出しを可能にします。

パートパートパートパート 2:イベント・ハンドラ関数へのインプリメンテーション詳細情報のイベント・ハンドラ関数へのインプリメンテーション詳細情報のイベント・ハンドラ関数へのインプリメンテーション詳細情報のイベント・ハンドラ関数へのインプリメンテーション詳細情報の
追加追加追加追加

販売アイテムの売値または販売数量が変わったとき、このアイテムの合計金額も変更される
必要があります。アプリケーションによって変更が行われるようにするには、コードに記述
を追加する必要があります。

1. ディテール表コントロールの ACTUAL_PRICE列または QUANTITY列が変わるときに
ディテール表コントロールの TOTAL列を更新するには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnAfterColUpdateDatagrid()メソッドに次のコードを追加します。

// recalcuates the TOTAL column in the detail table when the value
// in the ACTUAL_PRICE or QUANTITY column changes
void COrderView::OnAfterColUpdateDatagrid(short ColIndex) 

注意注意注意注意 : このレッスンでは、アプリケーションのコードを追加また
は変更する必要のある箇所がいくつかあります。追加または変更す
る必要のあるコードは、太字で表記されています。

表表表表 4-6  ディテール表コントロールのイベント・ハンドラ関数へのイベント型のマッピングディテール表コントロールのイベント・ハンドラ関数へのイベント型のマッピングディテール表コントロールのイベント・ハンドラ関数へのイベント型のマッピングディテール表コントロールのイベント・ハンドラ関数へのイベント型のマッピング

イベント型イベント型イベント型イベント型 イベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドライベント・ハンドラ

AfterColUpdate OnAfterColUpdateDatagrid

AfterUpdate OnAfterUpdateDatagrid

AfterDelete OnAfterDeleteDatagrid
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{
if (ColIndex == 4 || ColIndex == 0)
{

CString strText = m_datagrid.GetText();
CString strTotal;
char *stopString;
char szTotal[15];
long quantity;
double price;

// QUANTITY column is updated
if (ColIndex == 4)
{
  quantity = strtol(strText, &stopString, 10);
  m_datagrid.SetCol(0);
  strText = m_datagrid.GetText();
  price = strtod(strText, &stopString);
  m_datagrid.SetCol(4);
}
else // PRICE column is updated
{
  price = strtod(strText, &stopString);
  m_datagrid.SetCol(4);
  strText = m_datagrid.GetText();
  quantity = strtol(strText, &stopString, 10);
  m_datagrid.SetCol(0);
}

sprintf(szTotal, "%f", quantity * price);
strTotal = szTotal;
m_datagrid.SetCol(5);
m_datagrid.SetText((LPCTSTR)strTotal);

}
}

2. ディテール表コントロールの ACTUAL_PRICE列または QUANTITY列が変わるときに
マスター表コントロールの TOTAL列を更新するには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnAfterUpdateDatagrid()メソッドに次のコードを追加します。

void COrderView::OnAfterUpdateDatagrid() 
{

// Calculates the total amount for a purchase order
TotalOrder();

}
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3. ディテール表コントロールからレコードが削除されたときにマスター表コントロールの
TOTAL列を更新するには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnAfterDeleteDatagrid()メソッドに次のコードを追加します。

void COrderView::OnAfterDeleteDatagrid()
{

// Calculates the total amount for a purchase order
TotalOrder();

}

レッスンレッスンレッスンレッスン 5:ユーザーによる新規発注書の追加、コミットまたユーザーによる新規発注書の追加、コミットまたユーザーによる新規発注書の追加、コミットまたユーザーによる新規発注書の追加、コミットまた
は取消しは取消しは取消しは取消し

この項では、Nicoleさんの店の従業員が顧客の新規発注書を作成できるようにする方法を示
します。この最後のカスタマイズを完了すると、Nicoleさんの店の従業員は、新規発注書の
作成をコミットしたり取り消したりできるようになります。

レッスン 5は次のパートで構成されます。

■ パート 1:顧客リスト・ダイアログ・ボックスの作成

■ パート 2:顧客ダイアログ・ボックスのイベントを処理する新規クラスの作成

■ パート 3: "New Order"、"Commit Order"および "Cancel Order"ボタンの作成

■ パート 4:ユーザーによる新規発注書の追加

■ パート 5:ユーザーによる新規発注書のコミット

■ パート 6:ユーザーによる新規発注書の取消し

レッスン 5で作成される一連のファイルを見るには、次のファイルにアクセスします。

ORACLE_HOME¥APPWIZARD¥VC++¥TUTORIAL¥ORDER5.

パートパートパートパート 1:顧客リスト・ダイアログ・ボックスの作成顧客リスト・ダイアログ・ボックスの作成顧客リスト・ダイアログ・ボックスの作成顧客リスト・ダイアログ・ボックスの作成
Nicoleさんの店の顧客には、似たような名前の人が多くいます。それぞれの顧客が正しい商
品を入手できるようにするために、Orderアプリケーションでは顧客のリストを表示するダ
イアログ・ボックスを用意します。Nicoleさんの店の従業員は、新規発注書を作成するとき
に、リストから適切な名前を選択できるようになります。

注意注意注意注意 : このレッスンでは、アプリケーションのコードを追加また
は変更する必要のある箇所がいくつかあります。追加または変更す
る必要のあるコードは、太字で表記されています。
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1. コントロール IDが IDD_SELCUSTOMERのダイアログ・ボックスを作成します。ダイ
アログ・ボックスをカスタマイズして、この中に「OK」ボタン、「キャンセル」ボタン
およびコントロール IDが IDC_CUSTLISTのリスト・ボックスを作成します。

作成した顧客リスト・ダイアログ・ボックスは、次の図のようになります。リスト・
ボックスには、CUSTOMER表の顧客リストが表示されます。
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パートパートパートパート 2:顧客ダイアログ・ボックスのイベントを処理する新規クラスの顧客ダイアログ・ボックスのイベントを処理する新規クラスの顧客ダイアログ・ボックスのイベントを処理する新規クラスの顧客ダイアログ・ボックスのイベントを処理する新規クラスの
作成作成作成作成

1. CDialogから導出される新しいMFCクラス、CSelectCustomerを作成します。このク
ラスは、顧客ダイアログ・ボックスで発生するイベントを処理します。

2. 表 4-7の「 CSelectCustomerクラスのイベント」に示すイベントを、CSelectCustomer
クラスによって処理できるようにします。

3. 顧客リスト・ボックスのメンバー変数m_CustomerListを CSelectCustomerクラス内に
作成します。変数m_CustomerListは、型 CListBoxのコントロール・ハンドラです。
これによってユーザーは、発注書の顧客リスト・ボックスから顧客を選択できるように
なります。

4. 顧客ダイアログ・ボックスのイベントをインプリメントするには、SelectCustomer.h
ファイルの CSelectCustomerクラスに次のメンバー宣言を追加します。

public:
long GetSelection();              // obtain the selected customer from the

表表表表 4-7  CSelectCustomer クラスのイベントクラスのイベントクラスのイベントクラスのイベント

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト ID イベントイベントイベントイベント イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数

CSelectCustomer WM_INITDIALOG OnInitDialog

IDOK BN_CLICKED OnOK
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                                      // customer list box.
int DoModal(ODatabase *db);   // involve the customer dialog box
long m_nSelection;              // nth location of the selected customers 
                                     // in the customer list.
ODatabase * m_Database;        // the database

5. ヘッダー・ファイル ORACL.Hを SelectCustomer.hファイルにインクルードします。

6. 顧客リスト・ボックスで顧客リストを表示するには、CSelectCustomer.cppファイルの
CSelectCustomer::OnInitDialog()メソッドに次のコードを追加します。

BOOL CSelectCustomer::OnInitDialog() 
{

...
CDialog::OnInitDialog();
ODynaset oCustList;
int index = 0;

oCustList.Open(*m_pDatabase, "SELECT CUSTOMER_ID, NAME FROM 
DEMO.CUSTOMER");

while (!oCustList.IsEOF())
{

m_CustomerList.InsertString(index,      
     (CString)oCustList.GetField(0) +  
     " - " + oCustList.GetField(1));
m_CustomerList.SetItemData(index,
     (long)oCustList.GetField(0));
oCustList.MoveNext();
index++;

}
...
}

7. 顧客ダイアログ・ボックスを起動するには、SelectCustomer.cppファイルの
CSelectCustomer::DoModal()メソッドに次のコードを追加します。

int CSelectCustomer::DoModal(ODatabase *db) 
{

m_pDatabase = db;
return CDialog::DoModal();

}
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8. 新規発注書について選択した顧客を取得するには、SelectCustomer.cppファイルの
CSelectCustomer::GetSelection()メソッドに次のコードを追加します。

long CSelectCustomer::GetSelection()
{

return(m_nSelection);
}

9. 顧客ダイアログ・ボックスの「OK」ボタンがクリックされたときに、新規発注書につ
いて、顧客リスト・ボックスで選択した顧客を取得するには、CSelectCustomerクラス
の OnOK()メソッドに次のコードを追加します。

void CSelectCustomer::OnOK() 
{ 

// TODO: Add extra validation here 
int nItem = -1; 

         
nItem = m_CustomerList.GetCurSel(); 
if (nItem >=0) 
{ 

// location of selected customer in the customer list box m_
nSelection = m_CustomerList.GetItemData(nItem); 
CDialog::OnOK(); 

} 
else 

AfxMessageBox(_T("Please select a customer.¥n"), 
    MB_OK, 0); 

} 

パートパートパートパート 3: "New Order"、、、、"Commit Order"およびおよびおよびおよび "Cancel Order"ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成
Nicoleさんの店の従業員が新規発注書を簡単に追加、コミットまたは取消しできるようにす
るには、これらの操作を実行するためのボタンを「IDD_ORDER_FORM」ダイアログ・
ボックスに作成します。

1. ヘッダー・ファイル SelectCustomer.hを OrderView.hファイルにインクルードします。
このヘッダー・ファイルは、新規発注書の顧客情報を取得するときに使用される
CSelectCustomerクラスを定義します。

2. ボタン・コントロール IDとイベント・ハンドラ関数に示すプロパティを持つボタンを
「IDD_ORDER_FORM」ダイアログ・ボックス内に作成します。
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これらのイベント・ハンドラ関数は、ボタンがイベント・ハンドルを指定するときに、
COrderViewクラスに追加されます。

パートパートパートパート 4:ユーザーによる新規発注書の追加ユーザーによる新規発注書の追加ユーザーによる新規発注書の追加ユーザーによる新規発注書の追加
新規発注書を作成すると、新規レコードが SALES_ORDER表と ITEM表に挿入されます。
マスター表コントロールとディテール表コントロールの内容も更新され、新規発注書の内容
を反映します。

1. 発注書システムに新規発注書を追加するには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnNeworder()メソッドに次のコードを追加します。

#include <SelectCustomer.h> // define CSelectCustomer class 
                               // to get customer information for 
                           // a new purchase 
                           // order

void COrderView::OnNeworder() 
{

CWnd *tempWindow;
char szCUSTOMER_ID[8];
OField oORDER_ID;
CSelectCustomer selectCustomer;
result dbresult;

if (selectCustomer.DoModal(&GetDocument()->m_database) == 
IDCANCEL)
return;

if (GetDocument()->m_database.GetSession().
BeginTransaction() == OSUCCESS &&
m_pDynasetMaster->AddNewRecord() == OSUCCESS)

{
     UpdateData(FALSE);
     tempWindow = GetDlgItem(IDC_Column1);

表表表表 4-8  ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール IDとイベント・ハンドラ関数とイベント・ハンドラ関数とイベント・ハンドラ関数とイベント・ハンドラ関数

ボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロールボタン・コントロール ID ボタン・キャプボタン・キャプボタン・キャプボタン・キャプ
ションションションション

イベントイベントイベントイベント イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数イベント・ハンドラ関数

IDC_NEWORDER New Order BN_CLICKED OnNeworder

IDC_COMMITORDER Commit Order BN_CLICKED OnCommitorder

IDC_CANCELORDER Cancel Order BN_CLICKED OnCancelorder
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     itoa(selectCustomer.GetSelection(), 
          szCUSTOMER_ID, 10);
     tempWindow->SetWindowText(szCUSTOMER_ID);
     if (m_pDynasetMaster->GetEditMode() ==  
          ODYNASET_EDIT_NEWRECORD)
     {

                    ODynaset oSequenceDynaset;

                    dbresult = oSequenceDynaset.Open(
                         GetDocument()->m_database, 
                         "SELECT MAX(ORDER_ID) + 1 FROM 
                         DEMO.SALES_ORDER");
                    oORDER_ID = oSequenceDynaset.GetField(0);
                    dbresult = oSequenceDynaset.Close();
                    tempWindow = GetDlgItem(IDC_Column3);
                    tempWindow->SetWindowText

               ((CString)oORDER_ID);
}
dbresult = UpdateData();
if (m_pDynasetMaster->Update() == OFAILURE)
{

              ProcessOO4OError(m_pDynasetMaster);
              return;
}
m_pDynasetMaster->ResetToDefaultFilter();
m_pDynasetMaster->AddFilter("ORDER_ID = " + 
(CString)oORDER_ID);
m_pDynasetMaster->RefreshQuery();
m_pDynasetCustomer->ResetToDefaultFilter();
m_pDynasetCustomer->AddFilter("CUSTOMER_ID = " + 
(CString)m_pDynasetMaster->m_Column1);
m_pDynasetCustomer->RefreshQuery();
m_pDynasetDetail->ResetToDefaultFilter();
m_pDynasetDetail->AddFilter("ORDER_ID = " + 
(CString)m_pDynasetMaster->m_Column3);
m_pDynasetDetail->RefreshQuery();
UpdateData(FALSE);

}
CButton *tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_NEWORDER);
tempButton->EnableWindow(FALSE);
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_COMMITORDER);
tempButton->EnableWindow(TRUE);
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_CANCELORDER);
tempButton->EnableWindow(TRUE);

}
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パートパートパートパート 5:ユーザーによる新規発注書のコミットユーザーによる新規発注書のコミットユーザーによる新規発注書のコミットユーザーによる新規発注書のコミット
新規発注書を作成したら、ユーザーは発注書システムに加えられた変更をコミットまたは取
り消すことができるようになる必要があります。

1. 新規発注書をコミット可能にするには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnCommitorder()メソッドに次のコードを追加します。

void COrderView::OnCommitorder() 
{ 

// TODO: Add your control notification handler code here 
CString strORDER_DATE; 
CString strSHIP_DATE; 
CWnd *tempWindow; 
 
m_pDynasetMaster->StartEdit(); 
tempWindow = GetDlgItem(IDC_Column2); 
tempWindow->GetWindowText(strORDER_DATE); 
tempWindow = GetDlgItem(IDC_Column4); 
tempWindow->GetWindowText(strSHIP_DATE); 
m_pDynasetMaster->m_Column2.SetValue(LPCTSTR(strORDER_DATE)); 
m_pDynasetMaster->m_Column4.SetValue(LPCTSTR(strSHIP_DATE)); 
m_pDynasetMaster->Update(); 
 
OSession oSess = GetDocument()->m_database.GetSession(); 
if (oSess.Commit() == OFAILURE) 

rocessOO4OError(&oSess); 
m_pDynasetMaster->ResetToDefaultFilter(); 
m_pDynasetMaster->RefreshQuery(); 
UpdateData(FALSE); 
OnMoveFirst(); 
CButton *tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_NEWORDER); 
tempButton->EnableWindow(TRUE); 
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_COMMITORDER); 
tempButton->EnableWindow(FALSE); 
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_CANCELORDER); 
tempButton->EnableWindow(FALSE);  

}

パートパートパートパート 6:ユーザーによる新規発注書の取消しユーザーによる新規発注書の取消しユーザーによる新規発注書の取消しユーザーによる新規発注書の取消し
新規発注書を作成したら、ユーザーは発注書システムに加えられた変更をコミットまたは取
り消すことができるようになる必要があります。

1. 新規発注書を取消し可能にするには、OrderView.cppファイルの
COrderView::OnCancelorder()メソッドに次のコードを追加します。
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void COrderView::OnCancelorder() 
{

// TODO: Add your control notification handler code here
GetDocument()->m_database.GetSession().Rollback();
m_pDynasetMaster->ResetToDefaultFilter();
m_pDynasetMaster->RefreshQuery();
UpdateData(FALSE);
OnMoveFirst();
CButton *tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_NEWORDER);
tempButton->EnableWindow(TRUE);
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_COMMITORDER);
tempButton->EnableWindow(FALSE);
tempButton = (CButton *)GetDlgItem(IDC_CANCELORDER);
tempButton->EnableWindow(FALSE);

}

2. アプリケーションをビルドし、実行します。次の図のようなアプリケーションが作成さ
れます。

これでアプリケーションが完成しました。
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