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はじめにはじめにはじめにはじめに

データベース・プログラミングの世界へようこそ。Javaの急速な普及により、ソフトウェア
開発技術は大きく変化しました。イントラネット、インターネットおよび Javaのプラット
フォームに依存しない性質を使用して、グローバル・アクセスが可能なアプリケーションを
開発できるようになりました。Oracle JServerとその Java仮想マシン（JVM）では、このよ
うなアプリケーションの配布に最適なプラットフォームを提供します。

このガイドは、Oracle8i用 Javaアプリケーション開発の入門ガイドです。Javaのストアド・
プロシージャについて、簡単な例を参照しながら、ロード、公開およびコールの方法を簡単
に習得できます。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� このガイドの対象読者

� このガイドの構成

� 表記法規約

� サンプル・データベース一覧

� 関連資料

� 参考資料
v



このガイドの対象読者このガイドの対象読者このガイドの対象読者このガイドの対象読者
このガイドは、Oracle8i用 Javaアプリケーションのすべての開発者を対象としています。プ
ログラマを対象として作成されていますが、システム設計者、システム・アナリスト、プロ
ジェクト・マネージャなどや、ネットワークを介して構成されたデータベース・アプリケー
ションの担当者にも有効です。このガイドを効果的に使用するには、Java、SQL、PL/SQL
および Oracle8iの知識が必要です。

このガイドの構成このガイドの構成このガイドの構成このガイドの構成
このガイドは、次の 5つの章で構成されています。

第第第第 1章「概要」章「概要」章「概要」章「概要」 この章では、Javaと Oracle RDBMSの関係について説明した後、ストア
ド・プロシージャの主な機能と特徴について説明します。次に、JServer JVMおよびその主
要なコンポーネントと Oracle8iとの関係について説明します。最後に、Javaのストアド・プ
ロシージャの開発プロセスの概要について説明します。 

第第第第 2章「章「章「章「Javaクラスのロード」クラスのロード」クラスのロード」クラスのロード」 この章では、Oracleデータベースに対する Javaのソース、
クラスおよびリソース・ファイルのロード方法について説明します。loadjavaおよび
dropjavaユーティリティを使用した、Javaスキーマ・オブジェクトの操作方法を習得しま
す。また、名前解決および実行者権限と定義者権限についても説明します。

第第第第 3章「章「章「章「Javaクラスの公開」クラスの公開」クラスの公開」クラスの公開」 この章では、Javaクラスを SQLに公開する方法について説
明します。特に、コール仕様の記述方法、データ型のマップ方法およびパラメータ・モード
の設定方法について説明します。

第第第第 4章「ストアド・プロシージャのコール」章「ストアド・プロシージャのコール」章「ストアド・プロシージャのコール」章「ストアド・プロシージャのコール」 この章では、様々なコンテキストで Javaのス
トアド・プロシージャをコールする方法について説明します。たとえば、SQLの DML文、
データベース・トリガー、PL/SQLブロックから Javaをコールする方法について説明しま
す。

第第第第 5章「アプリケーションの開発」章「アプリケーションの開発」章「アプリケーションの開発」章「アプリケーションの開発」 この章では、習得した内容をまとめます。Javaのスト
アド・プロシージャ・アプリケーションの開発方法について、手順を追って説明します。 

注意注意注意注意 : このガイドは、Javaの上級プログラマを対象としています。Javaの基
本については、xページの「参考資料」を参照してください。
vi



表記法規約表記法規約表記法規約表記法規約
このガイドは、次の規約に従っています。 

Javaのコード例は次の規約に従っています。 

規約規約規約規約 意味意味意味意味

固定幅フォント 固定幅フォントは、プログラム・コード、スキーマ・オブジェク
ト名、ファイル名、パス名およびインターネット・アドレスを示
します。

規約規約規約規約 意味意味意味意味

{ } 中カッコは文のブロックを示します。

// ダブル・スラッシュはコメントの始まりを示し、行端までがコメ
ントです。

/*  */ スラッシュとアスタリスクからアスタリスクとスラッシュまでが
コメントで、コメントは複数の行からなります。 

... 省略記号は同様の文または句が続くことを示します。

小文字 小文字は、キーワード、1単語からなる変数名、メソッド名およ
びパッケージ名に使用します。

大文字 大文字は、定数名（結果を格納する静的変数）および組込み SQL
データ型にマップされている提供されるクラス名に使用します。

大文字と小文字
の組合せ

大文字と小文字の組合せは、クラス名とインタフェース名、複数
語からなる変数名、メソッド名およびパッケージ名に使用します。
クラス名とインタフェース名は、大文字で始まります。複数語か
らなる名前の場合は、2番目以降の語は大文字で始まります。
vii



PL/SQLのコード例は次の規約に従っています。 

構文定義では、次の記号によるバッカス記法（BNF）を使用します。 

規約規約規約規約 意味意味意味意味

-- ダブル・ハイフンはコメントの始まりを示し、行端までがコメン
トです。

/*  */ スラッシュとアスタリスクからアスタリスクとスラッシュまでが
コメントで、コメントは複数の行からなります。 

... 省略記号は同様の文または句が続くことを示します。

小文字 小文字は、定数名、変数名、カーソル名、例外名、サブプログラ
ム名およびパッケージ名に使用します。

大文字 大文字は、キーワード、事前定義済み例外名および提供される
PL/SQLパッケージ名に使用します。

大文字と小文
字の組合せ

大文字と小文字の組合せは、ユーザー定義データ型およびサブタ
イプの名前に使用します。ユーザー定義データ型は、大文字で始
まります。

記号記号記号記号 意味意味意味意味

[ ] 大カッコはオプション項目を示します。

{ } 中カッコは、複数の項目から 1つを選択する必要があることを示
します。 

| 縦線は、大カッコ内または中カッコ内の選択項目のセパレータで
す。

... 省略記号は、直前の構文要素が繰り返されることを示します。

デリミタ 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号以外のデリミタは、示
されているとおりに入力します。
viii



サンプル・データベース一覧サンプル・データベース一覧サンプル・データベース一覧サンプル・データベース一覧
このガイドのプログラミング例では、deptおよび empという名前のサンプル・データベー
ス表を使用しています。その定義を示します。 

CREATE TABLE dept (deptno NUMBER(2) NOT NULL,
                   dname  VARCHAR2(14),
                   loc    VARCHAR2(13));

CREATE TABLE emp (empno    NUMBER(4) NOT NULL,
                  ename    VARCHAR2(10),
                  job      VARCHAR2(9),
                  mgr      NUMBER(4),
                  hiredate DATE,
                  sal      NUMBER(7,2),
                  comm     NUMBER(7,2),
                  deptno   NUMBER(2));

dept表および emp表には、次のデータ行が含まれています。

DEPTNO  DNAME      LOC
------- ---------- ---------
10      ACCOUNTING NEW YORK
20      RESEARCH   DALLAS
30      SALES      CHICAGO
40      OPERATIONS BOSTON

EMPNO ENAME   JOB          MGR  HIREDATE    SAL   COMM  DEPTNO
----- ------- --------- ------ --------- ------ ------ -------
 7369 SMITH   CLERK       7902 17-DEC-80    800             20
 7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-81   1600    300      30
 7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-81   1250    500      30
 7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-81   2975             20
 7654 MARTIN  SALESMAN    7698 28-SEP-81   1250   1400      30
 7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-81   2850             30
 7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-81   2450             10
 7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-87   3000             20
 7839 KING    PRESIDENT        17-NOV-81   5000             10
 7844 TURNER  SALESMAN    7698 08-SEP-81   1500      0      30
 7876 ADAMS   CLERK       7788 23-MAY-87   1100             20
 7900 JAMES   CLERK       7698 03-DEC-81    950             30
 7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-81   3000             20
 7934 MILLER  CLERK       7782 23-JAN-82   1300             10

表の作成およびロードを行うには、SQL*Plusの demoディレクトリにあるスクリプト
demobld.sqlを実行します。
ix



関連資料関連資料関連資料関連資料
このガイドでは、必要に応じて、次の Oracleのマニュアルを参照しています。

『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド  基礎編』
『Oracle8i  Java開発者ガイド』
『Oracle8i  JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』
『Oracle8i リファレンス・マニュアル』
『Oracle8i  SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』
『Oracle8i  SQLリファレンス』
『Oracle8i  PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
『Oracle8i  SQL*Plusユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

参考資料参考資料参考資料参考資料
『The Java Programming Language』　Arnold & Gosling, Addison-Wesley著、1998
この本は、Javaの作成者との共著になっており、Javaの基本概念、応用範囲、言語の設計思
想に関する解説書の決定版です。多くの例を使用して、基礎から高度なものまでプログラミ
ング技法を体系的に解説しています。

『Thinking in Java』　Bruce Eckel, Prentice Hall著、1998
この本は、初心者から上級者まで使用できる Javaの強力な入門書です。簡単な例を使用し
て、Javaの基本から高度な技術にいたるまで、わかりやすくユーモアを交えながら解説して
います。

『Core Java』　Cornell & Horstmann, Prentice-Hall著、1996
この本は、Javaプログラミングの原理と技法のすべてについて、手順を追って解説していま
す。実際の例を使用して、様々なプログラム設計方法およびプログラミングのヒントとテク
ニックを解説しています。

『Java in a Nutshell』　Flanagan著、O'Reilly、1997
このクイック・リファレンスは、Javaで頻繁に使用される機能について、豊富な情報を提供
しており、必須のリファレンスです。プログラミングのヒントとテクニック、問題の解決に
対する適切な具体例および主要な機能についての説明が掲載されています。

『Java Software Solutions』　Lewis & Loftus著、Addison-Wesley、1998
この本は、Javaおよびオブジェクト指向プログラミングをわかりやすく総合的に解説してい
ます。拡張リファレンスとしても使用することができ、非常にわかりやすく説明されていま
す。自己診断問題集、プロジェクトのプログラミングおよび実際のプログラミングを想定し
た問題集などが掲載されています。
x



オンライン・ソースオンライン・ソースオンライン・ソースオンライン・ソース
Javaに関する役立つ情報が、オンライン・ソースで多数提供されています。たとえば、Web
上の Sun Microsystemsのホーム・ページでは、Javaのガイドとチュートリアルの表示およ
びダウンロードを行うことができます。

http://www.sun.com

次の JavaのWebサイトも広く知られています。

http://www.gamelan.com

Java APIドキュメントについては、次のサイトにアクセスしてください。

http://www.javasoft.com/products

また、次のインターネット・ニュース・グループにも Javaの情報が詳しく掲載されていま
す。

comp.lang.java.programmer
comp.lang.java.misc

次のサイトでは、最新の JServerニュース、アップデートおよび提供物を入手できます。

http://www.oracle.com/java

試用版のツールの他に、JDBCドライバ、SQLJリファレンスの実装、Javaアプリケーション
開発に関するホワイト・ペーパー、および FAQ集をダウンロードできます。
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概要概要概要概要

Oracle JServerは、次世代の企業規模のアプリケーションを低コストで開発するために必要
な機能をすべて備えています。中でも重要な機能は、すべての Javaプログラマに Oracle 
RDBMSを操作する手段を提供することです。ストアド・プロシージャを使用して、ビジネ
ス・ロジックをサーバー・レベルでインプリメントすることにより、アプリケーションのパ
フォーマンス、拡張性およびセキュリティを改善できます。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� Javaと RDBMSの強力な組合せ

� ストアド・プロシージャとランタイム・コンテキスト

� ストアド・プロシージャの利点

� JServer JVMとそのコンポーネント

� ストアド・プロシージャ開発手順の概要
概要 1-1



Javaと RDBMSの強力な組合せ
Javaとととと RDBMSの強力な組合せの強力な組合せの強力な組合せの強力な組合せ
Oracle RDBMSは、Javaアプリケーションに対して、複合問合せの実行や同一データの異な
るビューでの表示など、動的なデータ処理機構を提供します。クライアントからの要求は
データ問合せとして構成され、速やかに処理されます。また、問合せ結果も迅速に生成され
ます。

Javaは、サーバー・プログラミングに理想的な機能を備えています。Javaでは、既成のソフ
トウェア・コンポーネント（JavaBean）を使用してアプリケーションを組み立てることがで
きます。Javaの持つ、データの型の安全性と自動メモリー管理機能により、RDBMSとの緊
密な統合が可能です。さらに、Javaは、アプリケーション・コンポーネントをネットワーク
上で透過的に配布する機能もサポートしています。

このため、Javaと RDBMSを組み合せることにより、ビジネス上のニーズに応じて柔軟に拡
張可能なネットワーク型のアプリケーションをすばやく組み立てることができます。また、
アプリケーションやデータを、デスクトップからインテリジェント・ネットワークやネット
ワーク・サーバーに移行できます。さらに重要なことは、任意のクライアント・デバイスか
らこれらのアプリケーションやデータにアクセスできることです。 

図 1-1は、従来の 2層式クライアント /サーバー構成を示しています。この構成では、クラ
イアントは、PL/SQLストアド・プロシージャのコールと同じ方法で Javaストアド・プロ
シージャをコールします（PL/SQLは、Oracle8iと緊密に統合された先進の第 4世代言語で
す）。また、この図は、Net8 Connection Managerが多数のネットワーク接続を単一のデー
タベース接続に統合する方法も示しています。この結果、多数のユーザーによる RDBMSへ
の同時アクセスがサポート可能となります。

図図図図 1-1  2層式のクライアント層式のクライアント層式のクライアント層式のクライアント /サーバー構成サーバー構成サーバー構成サーバー構成
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ストアド・プロシージャとランタイム・コンテキスト
ストアド・プロシージャとランタイム・コンテキストストアド・プロシージャとランタイム・コンテキストストアド・プロシージャとランタイム・コンテキストストアド・プロシージャとランタイム・コンテキスト
ストアド・プロシージャとは、SQLに対して公開され、一般的用途のため Oracleデータ
ベースに格納されている Javaメソッドです。Javaメソッドを公開するには、コール仕様を
記述します。このコール仕様により、Javaメソッド名、パラメータ型および戻り値の型が、
対応する SQLにマッピングされます。 

別の実行レイヤーを追加するラッパーとは異なり、コール仕様は単に Javaメソッドの存在
を公開するのみです。そのため、コール仕様を通してメソッドをコールすると、ランタイ
ム・システムは最小のオーバーヘッドでコールを処理します。

ストアド・プロシージャは、クライアント・アプリケーションからコールされると、引数を
受け入れ、Javaクラスを参照し、Javaの実行結果の値を戻します。図 1-2は、複数のアプリ
ケーションからコールされるストアド・プロシージャを示しています。

図図図図 1-2  ストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコール

グラフィカル・ユーザー・インタフェース（GUI）メソッドを除き、JServerはすべての
Javaメソッドをストアド・プロシージャとして実行できます。ランタイム・コンテキストに
含まれるものは次のとおりです。

� ファンクションとプロシージャ

� データベース・トリガー

� オブジェクト・リレーショナル・メソッド

続く 3つの項では、これらのコンテキストについて説明します。
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ストアド・プロシージャとランタイム・コンテキスト
ファンクションとプロシージャファンクションとプロシージャファンクションとプロシージャファンクションとプロシージャ
ファンクションとプロシージャは、一連の文をカプセル化した名前付きブロックです。これ
らは、モジュール化されたメンテナンスの容易なアプリケーションを作成するための構成単
位になります。

一般的に、ある処理の実行にはプロシージャを、値の計算にはファンクションを使用しま
す。そのため、戻り値が voidの Javaメソッドの場合はプロシージャ・コール仕様を使用
し、値を戻すメソッドの場合はファンクション・コール仕様を使用します。 

コール仕様に使用できるのは、トップレベルまたはパッケージ化された（ローカルではな
い）PL/SQLファンクションおよびプロシージャのみです。SQLの CREATE FUNCTION、
CREATE PROCEDUREおよび CREATE PACKAGE文を使用して定義されたファンクションやプ
ロシージャは、データベースに格納され、一般利用が可能になります。

ファンクションやプロシージャとして公開された Javaメソッドは、明示的にコールする必
要があります。これらのメソッドには引数を指定でき、次の文やプログラムからのコールが
可能です。

� SQL の DML文（INSERT、UPDATE、DELETEおよび SELECT）

� SQLの CALL文

� PL/SQLブロック、サブプログラムおよびパッケージ

データベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガー
データベース・トリガーは、特定の表またはビューに対応付けられたストアド・プロシー
ジャです。指定された DML操作で表またはビューが更新されるたびに、Oracleはトリガー
を自動的にコール（起動）します。 

トリガーは 3つの部分に分かれています。トリガー・イベント（DML操作）、トリガー制約
（オプション）およびトリガー・アクションです。イベントが発生すると、トリガーが起動
し、CALL文が（コール仕様により）Javaメソッドをコールしてアクションを実行します。

SQLの CREATE TRIGGER文を使用してデータベース・トリガーを定義すると、RDBMSの
カスタマイズが可能になります。たとえば、規定された業務時間にあわせて DML操作を制
限できます。一般的に、トリガーは複雑なビジネス・ルールの施行、列の値の自動計算、無
効なトランザクションの防止、イベント・ログの自動的な記録、トランザクションの監査、
統計データの収集に使用されます。
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ストアド・プロシージャとランタイム・コンテキスト
オブジェクト・リレーショナル・メソッドオブジェクト・リレーショナル・メソッドオブジェクト・リレーショナル・メソッドオブジェクト・リレーショナル・メソッド
SQLオブジェクト型は、複数の変数（属性）とその変数を処理する複数のメソッドで構成さ
れたユーザー定義データ型で、メソッドは、Javaで記述が可能です。属性セットにより作成
されたデータ構造は、パブリック（クライアント・プログラムから参照可能）です。ただ
し、オブジェクト指向で作成されたプログラムはデータ構造を直接操作することはありませ
ん。かわりに、提供されたメソッド・セットを使用します。

SQLの CREATE ... OBJECT文を使用してオブジェクト型を定義すると、実社会のオブジェク
トを抽象化したテンプレートを作成できます。テンプレートには、オブジェクトがアプリ
ケーション環境で必要とする属性や動作のみを指定します。実行時に値をデータ構造に当て
はめると、オブジェクト型のインスタンスが作成されます。インスタンス（オブジェクト）
は、必要な数だけ作成できます。

一般的に、オブジェクト型は、発注書のようなビジネス・エンティティに対応します。変数
値の項目を受け入れるために、オブジェクト型では可変長配列（VARRAY）および
NESTED TABLEの使用が可能です。たとえば、この機能を使用すると、発注書情報オブ
ジェクト型に可変数の行項目を含めることができます。
概要 1-5



ストアド・プロシージャの利点
ストアド・プロシージャの利点ストアド・プロシージャの利点ストアド・プロシージャの利点ストアド・プロシージャの利点
ストアド・プロシージャは、パフォーマンスと生産性の向上、使いやすさ、高い拡張性など
の利点を提供します。

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス
ストアド・プロシージャは、コンパイルされて実行可能な形式で格納されているため、プロ
シージャ・コールがすばやく効率的です。実行可能なコードは、自動的にキャッシュされ、
ユーザー間で共有されます。このため、必要なメモリー量や起動時のオーバーヘッドが少な
くなります。

SQL文をグループ化することにより、それらをストアド・プロシージャからの単独のコール
で実行可能になります。結果として、速度の遅いネットワークの使用を最小限に抑え、ネッ
トワーク通信量を減らし、ラウンドトリップの時間を短縮できます。特に、結果セットで処
理することによりネットワークのボトルネックが解消されるため、OLTPアプリケーション
に適しています。 

さらに、ストアド・プロシージャを利用して、サーバーの計算能力を利用することもできま
す。たとえば、計算が限界のプロシージャをクライアントからサーバーに移すと、サーバー
上でより高速に実行できます。同様に、ストアド・ファンクションを SQL文からコールす
ると、サーバー内でアプリケーション・ロジックが実行されるため、パフォーマンスが向上
します。

生産性向上と使いやすさ生産性向上と使いやすさ生産性向上と使いやすさ生産性向上と使いやすさ
一般的なセットのストアド・プロシージャを使用してアプリケーションを設計することで、
冗長なコードの記述を避けることができるため、生産性が向上します。さらに、ストアド・
プロシージャを使用して、RDBMSの機能性を拡張することもできます。たとえば、ストア
ド・ファンクションを SQL文からコールすると、SQLの機能が拡張します。

ストアド・プロシージャの作成には、任意の Java統合開発環境（IDE）を使用できます。作
成したストアド・プロシージャは、ネットワーク・アーキテクチャ内の任意の層に配布でき
ます。さらに、JDBC、CORBAおよび EJBなどの標準 Javaインタフェースや、SQLJ、OCI、
Pro*C/C++および JDeveloperなどのプログラム・インタフェースや開発ツールを使用し
て、ストアド・プロシージャをコールすることもできます。

このようなストアド・プロシージャへの広範なアクセス方法により、アプリケーション間で
ビジネス・ロジックの共有が可能になります。たとえば、ビジネス・ルールをインプリメン
トするストアド・プロシージャは、クライアント側の多様なアプリケーションからコールで
きるため、そのビジネス・ルールをアプリケーションのすべてが共有できます。また、任意
のプログラム・インタフェース用のアプリケーションを記述する中で、サーバー側の Java
機能を利用できます。
1-6 Oracle8i  Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド



ストアド・プロシージャの利点
拡張性拡張性拡張性拡張性
ストアド・プロシージャは、サーバー上のアプリケーション処理を切り離すことにより、拡
張性を高めます。また、ストアド・プロシージャの依存関係の自動追跡機能により、拡張性
の高いアプリケーション開発が容易になります。 

マルチスレッド・サーバー（MTS）の共有メモリー機能により、Oracle8i は単一ノード上で
10,000以上のユーザーの同時使用をサポートします。拡張性をさらに高めるため、Net8 
Connection Managerを使用して Net8接続を多重化することも可能です。 

メンテナンス性メンテナンス性メンテナンス性メンテナンス性
一度動作が検証されると、ストアド・プロシージャは、どのアプリケーションでも使用でき
ます。プロシージャの定義が変更されても、影響を受けるのはプロシージャのみで、プロ
シージャをコールするアプリケーションに影響はありません。このため、メンテナンスと拡
張が容易になります。さらに、サーバー側のプロシージャをメンテナンスする方が、異なる
クライアント・マシンにインストールされたプロシージャをメンテナンスするよりも簡単で
す。

相互運用性相互運用性相互運用性相互運用性
RDBMS内で、Javaは Java言語仕様に完全に準拠しているため、汎用のオブジェクト指向プ
ログラミング言語の利点をすべて備えています。また、PL/SQLと同様に、Javaは Oracle
データへのフル・アクセスを提供するため、PL/SQLで記述されたすべてのプロシージャは
Javaで記述できます。

PL/SQLストアド・プロシージャは、Javaストアド・プロシージャを補完します。一般的
に、SQLプログラマは、PL/SQLを使用してプロシージャの機能を拡張し、Javaプログラマ
は、Javaを使用して Oracleデータへのアクセスを簡単に行います。

RDBMSは、Javaと PL/SQL間の高度な相互運用を可能にします。Javaアプリケーション
は、JDBCドライバを使用して PL/SQLストアド・プロシージャをコールできます。一方、
PL/SQLアプリケーションは、Javaストアド・プロシージャを直接コールできます。

レプリケーションレプリケーションレプリケーションレプリケーション
Oracleアドバンスト・レプリケーションを使用すると、ストアド・プロシージャを Oracle8i
データベースから別のデータベースにレプリケート（複製）できます。この機能によって、
ストアド・プロシージャは基本的なビジネス・ルールを記述するのに最適なものとなりま
す。ストアド・プロシージャは、一度記述すると、レプリケートして社内のワーク・グルー
プや支社に配布できます。このようにして、各サーバー上ではなく、メイン・サーバー上で
方針を修正できます。
概要 1-7



ストアド・プロシージャの利点
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
Oracle JServerは、Java仮想マシンの保護に Java 2セキュリティを使用します。すべてのク
ラスはデータベースにロードされているため、Java 2セキュリティでは「untrusted」な状態
となります。ユーザーがクラスおよびオペレーティング・システム・リソースにアクセスす
るには、適切な権限が必要です。また、すべてのストアド・プロシージャは、他のユーザー
から保護されています（他のユーザーには、EXECUTE権限を付与できます）。

ユーザーに対しては、定義者権限で実行するストアド・プロシージャを使用したデータ操作
のみを許可することにより、Oracleデータへのアクセスを制限できます。たとえば、データ
ベースの表を更新するプロシージャへのアクセスは許可し、表自体へのアクセスは拒否する
こともできます。

JServerのセキュリティの詳細は、『Oracle8i  Java開発者ガイド』を参照してください。
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JServer JVMとそのコンポーネント
JServer JVMとそのコンポーネントとそのコンポーネントとそのコンポーネントとそのコンポーネント
JServerの Java仮想マシン（JVM）は、Java 2完全互換の Java実行環境です。JServer JVM
は、RDBMSカーネルと同じプロセス空間およびアドレス空間で稼動して、そのメモリー・
ヒープを共有し、リレーショナル・データに直接アクセスします。この設計により、メモ
リー使用が最適化され、スループットが向上します。 

JServer JVMは、Javaオブジェクト用のランタイム環境を提供します。Javaデータ構造、メ
ソッド・ディスパッチ、例外処理および言語レベルのスレッドを全面的にサポートしていま
す。また、java.lang、java.io、java.net、java.mathおよび java.utilを含むコ
ア Javaクラス・ライブラリもサポートしています。図 1-3に、その主要コンポーネントを示
します。

図図図図 1-3  JServer JVMの主要コンポーネントの主要コンポーネントの主要コンポーネントの主要コンポーネント

JServer JVMは、標準の Java名前空間を RDBMSスキーマに埋め込みます。この機能によ
り、Javaプログラムは、企業のシステム上の Oracleデータベースやアプリケーション・
サーバーに格納されている Javaオブジェクトにアクセスできます。 

また、JVMは、RDBMSの拡張可能な共有メモリー・アーキテクチャと緊密に統合されてい
ます。Javaプログラムは、ユーザーの介入なしで、コール、セッションおよびオブジェクト
の存続期間を効率的に使用します。これらの理由から、JServerおよび中間層の Javaビジネ
ス・オブジェクトを、それらが長く存続するセッションであっても拡張性があります。
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　　　　　　　　　　コンパイルされたコード�

　　　　　　　クラス・ローダー�

　　　　　　　　インタプリタと�
　　　　　　　　ランタイム・システム�

　　　　　　　　　ライブラリ・マネージャ�　　　　　　　　　メモリー・マネージャ�

メモリー�

RDBMS RDBMS

　　　　　ネイティブに�
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JServer JVMとそのコンポーネント
JServer JVMとクライアントとクライアントとクライアントとクライアント JVM
この項では、JServer JVMと典型的なクライアント JVMとの重要な相違点について説明しま
す。 

main()メソッドメソッドメソッドメソッド
クライアントベースの Javaアプリケーションは、トップレベルのメソッド（main()）を 1
つ宣言します。このメソッドはアプリケーションのプロファイルを定義します。アプレット
と同様に、サーバーベースのアプリケーションには、このような内部ループ構造がありませ
ん。かわりに、論理的に独立したクライアントにより動作します。 

各クライアントは、セッションを開始し、トップレベルのエントリ・ポイント経由でサー
バー側の論理モジュールをコールし、セッションを終了します。サーバー環境は、実行を許
可する Javaプログラムから、セッション、ネットワークおよび他の共有リソースの管理を
隠します。

GUI
サーバーは GUIを提供することはできませんが、GUIを動作させるロジックを提供できま
す。 たとえば、JServer JVMは、JDKの Abstract Windowing Toolkit（AWT）に見られるよ
うな基本 GUIコンポーネントを提供していません。ただし、すべての AWT Javaクラスを
サーバー環境で使用できます。そのため、サーバー上で GUIを実現しようとしない限り、
プログラムから AWTの機能を利用できます。

統合開発環境（統合開発環境（統合開発環境（統合開発環境（IDE））））
JServer JVMは、Javaアプリケーションの開発環境ではなく、配布環境です。アプリケー
ションの記述とユニットテストは任意の IDEで行い、その後実行用に RDBMS内に配布でき
ます。 

Javaのバイナリ互換性によって、任意の IDEで作成した Javaクラス・ファイルをサーバー
にアップロードできます。Javaソース・ファイルをデータベースに移動する必要はありませ
ん。かわりに、強力なクライアント側の IDEを使用して、サーバー上に配布した Javaアプ
リケーションをメンテナンスできます。

マルチスレッドマルチスレッドマルチスレッドマルチスレッド
マルチスレッドの Javaプログラムは、Oracle8iデータベース・サーバー上で無修正で稼動し
ます。ただし、サーバー環境では、Javaのスレッドにより同時実行性（およびスループッ
ト）は向上しません。スループットは、Net8のMTSの設定、RDBMSが使用する OSプロ
セスの数および様々なチューニング方法にのみ影響を受けます。
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JServer JVMとそのコンポーネント
マルチスレッド・アプリケーションをサーバーに移植する前に、JServer JVMに対してス
レッドがどのように動作するかを理解しておく必要があります。重要な相違点は、次のとお
りです。

� 複数のスレッドが同時に実行されるのではなく、順次実行されます。

� コールが終了すると、コール内のスレッドも終了します。

� スレッドはプリエンプティブではなく協調して動作するため、1つのスレッドが無限
ループに入ると、他のスレッドは実行できなくなります。

Oracle8iのマルチスレッドは、Javaのマルチスレッドではなく、同時実行のユーザー・セッ
ションを意味します。サーバー上では、同時実行のユーザー・セッションを数多くサポート
することにより、スループットが向上します。スループットを最適化するための Javaの実
行スケジューリング（セッション内の各コールなど）は、Javaではなく RDBMSにより行わ
れます。

JServer JVMの主要コンポーネントの主要コンポーネントの主要コンポーネントの主要コンポーネント
この項では、JServer JVMの主要コンポーネントと、それらが提供する機能について説明し
ます。 

ライブラリ・マネージャライブラリ・マネージャライブラリ・マネージャライブラリ・マネージャ
Javaクラスを Oracleデータベースに格納するには、コマンドライン・ユーティリティ
loadjavaを使用します。このユーティリティは、SQLの CREATE JAVA 文を使用して格納
を実行します。CREATE JAVA {SOURCE | CLASS | RESOURCE}文によりコールされると、
ライブラリ・マネージャは Javaのソース、クラスまたはリソース・ファイルをデータベー
スにロードします。ユーザーが Javaのスキーマ・オブジェクトに直接アクセスすることは
ありません。JServer JVMのみがスキーマ・オブジェクトを使用します。

メモリー・マネージャメモリー・マネージャメモリー・マネージャメモリー・マネージャ
記憶域の自動管理は、Javaの主要な特徴の 1つです。特に、Javaのランタイム・システムに
は、自動的に実行されるガベージ・コレクション（使用していないオブジェクトが保持して
いるメモリーの割当て解除機能）が必要です。メモリー・マネージャは、オブジェクトの存
続期間に焦点をあわせて、メモリー割当て機能を使用します。コール境界を越えるオブジェ
クトは、適切なメモリー領域に移行されます。また、メモリー・マネージャは、クラス定義
や結果を格納する静的変数などの不変のオブジェクトを共有することにより、セッションご
とのメモリー使用を最小にします。
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JServer JVMとそのコンポーネント
コンパイラコンパイラコンパイラコンパイラ
JServer JVMには、標準 Java 2（JDK 1.2とも呼ばれます）の Javaコンパイラが含まれてい
ます。 CREATE JAVA SOURCE文により起動した Javaコンパイラは、Javaソース・ファイル
をバイトコードと呼ばれるアーキテクチャに依存しない 1バイトの命令に翻訳します。各バ
イトコードは、命令コードとそれに続くオペランドで構成されています。結果として、Java
の標準規格に準拠した Javaクラス・ファイルが生成され、実行時にインタプリタに渡され
ます。

インタプリタインタプリタインタプリタインタプリタ
Javaプログラムを実行するため、JServer JVMは標準 Java 2のバイトコード・インタプリタ
を備えています。インタプリタとその Javaランタイム・システムは、標準の Javaクラス・
ファイルを実行します。高いスループットを得るため、インタプリタはマルチスレッド・
サーバー上で稼動します。マルチスレッド・サーバーは、セッション管理と Javaプログラ
ムの実行スケジュール管理を行います。ランタイム・システムは、ネイティブ・メソッドと
ホスト環境からの着信 /呼出コールをサポートします。

クラス・ローダークラス・ローダークラス・ローダークラス・ローダー
ランタイム・システムからの要求に応答して、Javaクラス・ローダーは、データベースに格
納される Javaクラスの場所の指定、ロード、初期化を行います。クラス・ローダーはクラ
スを読み込み、その実行に必要なデータ構造を生成します。不変のデータやメタデータは、
一度初期化された共有メモリーにロードされます。結果として、セッションごとのメモリー
使用量を抑えることができます。クラス・ローダーは、必要に応じて外部参照を解決しよう
とします。また、Javaクラス・ファイルを再コンパイルする必要がある場合（かつソース・
ファイルが使用可能な場合）、クラス・ローダーは Javaコンパイラを自動的に起動します。

ベリファイアベリファイアベリファイアベリファイア
Javaクラス・ファイルは、完全にポータブルで、明確に定義された形式に準拠しています。
ベリファイアは、プログラムのフローを変えたり、アクセス制限に違反する "にせ "の Java
クラス・ファイルを不注意に使用するのを防止します。Oracleのセキュリティと Javaのセ
キュリティがベリファイアと連携することにより、ユーザーのアプリケーションとデータは
保護されます。

注意注意注意注意 : JServer JVMでは、ユーザーが記述したコードは解釈されますが、実際
に使用されるのは、ネイティブにコンパイルされたコア Javaクラス・ライブ
ラリ、オブジェクト・リクエスト・ブローカ（ORB）、SQLJトランスレータお
よび JDBCドライバです。 詳細は、1-13ページの「JServerアクセラレータ」を
参照してください。
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JServer JVMとそのコンポーネント
サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 JDBC内部ドライバ内部ドライバ内部ドライバ内部ドライバ
JDBCは Javaクラスの標準セットで、ベンダーに依存しないリレーショナル・データへのア
クセスを提供します。Sun Microsystemsにより仕様が策定され、ODBC （Open Database 
Connectivity）および X/Open SQL CLI（Call Level Interface）をモデルにした JDBCクラス
は、複数のデータベースへの同時接続、トランザクション管理、簡単な問合せ、ストアド・
プロシージャのコールおよび LONG型の列データへのストリーム形式のアクセスなどの標準
的な機能を提供します。

特別に用意された JDBCドライバは、低レベルのエントリ・ポイントを使用して RDBMS内
で直接実行されるため、Javaストアド・プロシージャを利用して Oracleデータへの高速な
アクセスを提供します。サーバー側 JDBC内部ドライバは、Sun Microsystemsの JDBC仕様
に完全に準拠しています。このドライバは、RDBMSと緊密に統合されているため、Oracle
独自のデータ型、NLS文字セットおよびストアド・プロシージャをサポートしています。ま
た、クライアント側とサーバー側の JDBC APIが同じであるため、アプリケーションの分割
を容易に行うことができます。

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 SQLJトランスレータトランスレータトランスレータトランスレータ
SQLJを使用すると、SQL文を Javaプログラムに埋め込むことができます。これは、JDBC
よりも簡潔で、静的分析やタイプ・チェックに適した方法です。それ自体が Javaプログラ
ムである SQLJプリプロセッサは、SQLJ句が埋め込まれている Javaソース・ファイルを入
力として受け取ります。次に、SQLJ句を、指定された SQL文をインプリメントする Javaク
ラス定義に翻訳します。Javaの型システムは、これらのクラスのオブジェクトが正しい引数
でコールされることを保証します。 

高度に最適化された SQLJトランスレータは、RDBMSの内部で実行され、サーバー側 JDBC
内部ドライバを使用して Oracleデータへのランタイム・アクセスを提供します。SQLJの
フォームには、問合せ、DML、DDL、トランザクション制御文およびストアド・プロシー
ジャのコールを含めることができます。クライアント側とサーバー側の SQLJ APIが同じで
あるため、アプリケーションの分割を容易に行うことができます。

JServerアクセラレータアクセラレータアクセラレータアクセラレータ
JServerアクセラレータは、インタープリタのオーバーヘッドを取り除いて Javaプログラム
の実行速度を向上させるネイティブコード・コンパイラです。JServerアクセラレータは、
標準 Javaクラス・ファイルを特別な Cソース・ファイルに変換します。Cソース・ファイ
ルは、プラットフォーム依存の Cコンパイラにより処理されて共有ライブラリに変換され、
JServer JVMにより動的にロードされます。

プロセッサ固有のコードに依存する Just-In-Time（JIT）コンパイラとは異なり、JServerア
クセラレータには、すべての OSおよびハードウェア・プラットフォームへの高い移植性が
あります。アプリケーションの実行速度を向上させるため、JServer JVMにはネイティブに
コンパイルされたコア Javaクラス・ライブラリ、ORB、SQLJトランスレータおよび JDBC
ドライバが用意されています。
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JServer JVMとそのコンポーネント
データベースにロードした Javaプログラムはインタプリタされますが、実際には、ネイ
ティブにコンパイルされた機能が使用されます。また、プログラムが使用するコア JDKクラ
スおよび提供されている Oracleクラスもネイティブにコンパイルされています。図 1-4に示
すように、ネイティブにコンパイルされたコードは、インタプリタされたレコードより最高
で 10倍速く実行されます。つまり、プログラムでネイティブ・コードを使用するほど、実
行速度は速くなります。

図図図図 1-4  インタプリタ対インタプリタ対インタプリタ対インタプリタ対 JServerアクセラレータアクセラレータアクセラレータアクセラレータ

Javaソース・コード�

Javaバイトコード�

ネイティブ・コード�

Javaコンパイラ�

Javaインタプリタ�

実行速度 = X

Cソース・コード�

JServerアクセラレータ�

プラットフォーム�
Cコンパイラ�

　　実行速度 = 2X ～ 10X 

（コード内でのキャスト数、�
　配列アクセス数、メッセージ送信数、�
　アクセサ・コール数などによって変化）�

※ R8.1.6ではこの機能をユーザー作成のアプリケーションで使用することはできません。�
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ストアド・プロシージャ開発手順の概要
ストアド・プロシージャ開発手順の概要ストアド・プロシージャ開発手順の概要ストアド・プロシージャ開発手順の概要ストアド・プロシージャ開発手順の概要
Javaストアド・プロシージャを開発するには、次の 5つのステップを実行します。この項で
は、簡単な Javaストアド・プロシージャの開発方法を紹介します。Javaストアド・プロ
シージャ・アプリケーションの設計と実装の詳細例は、第 5章を参照してください。 

ステップステップステップステップ 1: Javaクラスの作成または再使用クラスの作成または再使用クラスの作成または再使用クラスの作成または再使用
任意の Java IDEでクラスを作成するか、またはニーズに一致している既存のクラスを再使
用します。 Oracleの Java機能は、多数の Java開発用ツールとクライアント側のプログラ
ム・インタフェースをサポートしています。 たとえば、JServer JVMでは、Symantecの
Visual Café、Oracleの JDeveloperおよび Borlandの JBuilderなどの広く使用されている
Java IDEで開発されたプログラムを利用できます。

次の例は、パブリック・クラス Oscarを作成するコードです。このクラスには、Oscar 
Wildeの引用文を戻す quote()という名前の単一のメソッドがあります。

public class Oscar {
  // return a quotation from Oscar Wilde
  public static String quote() {
    return "I can resist everything except temptation.";
  }
}

次の例は、Sun Microsystemsの JDK Javaコンパイラを使用して、クライアント・ワークス
テーション上で Oscarクラスをコンパイルするコードです。

javac Oscar.java

コンパイラは、Javaバイナリ・ファイル（この場合は Oscar.class）を出力します。

ステップステップステップステップ 2: Javaクラスのロードと解決クラスのロードと解決クラスのロードと解決クラスのロードと解決
loadjavaユーティリティを使用すると、Javaのソース、クラスおよびリソース・ファイル
を Oracleデータベースにアップロードできます。これらのファイルは、Javaスキーマ・オ
ブジェクトとして格納されます。loadjavaは、コマンドラインまたはアプリケーションか
ら実行できます。実行時に、リゾルバなどいくつかのオプションを指定できます。

次の例は、デフォルトの JDBC OCIドライバを使用して loadjavaがデータベースに接続す
るコードです。ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。デフォルトで、Oscar
クラスは、ログイン・スキーマ（この場合は scott）にロードされます。

> loadjava -user scott/tiger Oscar.class
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ストアド・プロシージャ開発手順の概要
この後で、quote()メソッドをコールすると、サーバーはリゾルバ（この場合はデフォル
トのリゾルバ）を使用して、Stringなどのサポート・クラスを検索します。デフォルトの
リゾルバは、最初に現行のスキーマを検索してから、すべてのコア Javaクラス・ライブラ
リが常駐しているスキーマ SYSを検索します。必要に応じて、別のリゾルバを指定できま
す。

詳細は、第 2章を参照してください。

ステップステップステップステップ 3: Javaクラスの公開クラスの公開クラスの公開クラスの公開
SQLからコール可能な各 Javaメソッドごとに、コール仕様を記述する必要があります。こ
のコール仕様は、メソッドのトップレベルのエントリ・ポイントを Oracleに示します。 通
常、必要なコール仕様は数個ですが、Oracleの JDeveloperでは、ニーズに応じてコール仕
様を生成できます。

次の SQL*Plusの例は、データベースに接続した後、quote()メソッド用のトップレベルの
コール仕様を定義するコードです。

SQL> connect scott/tiger

SQL> CREATE FUNCTION oscar_quote RETURN VARCHAR2
  2  AS LANGUAGE JAVA
  3  NAME 'Oscar.quote() return java.lang.String';

詳細は、第 3章を参照してください。

ステップステップステップステップ 4:ストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコール
Javaストアド・プロシージャは、SQLの DML文、PL/SQLブロックおよび PL/SQLサブ
プログラムからコールできます。SQLの CALL文を使用すると、トップレベル（SQL*Plus
など）およびデータベース・トリガーからストアド・プロシージャをコールすることもでき
ます。

次の例は、SQL*Plusのホスト変数を宣言するコードです。

SQL> VARIABLE theQuote VARCHAR2(50);

この後で、oscar_quote()ファンクションを次のようにコールします。

SQL> CALL oscar_quote() INTO :theQuote;

SQL> PRINT theQuote;

THEQUOTE
--------------------------------------------------
I can resist everything except temptation.

詳細は、第 4章を参照してください。 
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ストアド・プロシージャ開発手順の概要
ステップステップステップステップ 5:ストアド・プロシージャのデバッグ（必要な場合）ストアド・プロシージャのデバッグ（必要な場合）ストアド・プロシージャのデバッグ（必要な場合）ストアド・プロシージャのデバッグ（必要な場合）
Javaストアド・プロシージャは、サーバー上でリモートで実行されます。ストアド・プロ
シージャは通常、別のマシンに常駐しています。しかし、JDKデバッガ（jdb）は、リモー
トの Javaプログラムをデバッグできないため、JServerには Javaプログラムをデバッグする
方法が用意されています。

DebugProxyクラスは、リモートの Javaプログラムをローカルであるかのように見せかけ
ます。このクラスを使用すると、sun.tools.debug.Agentプロトコルをサポートするデ
バッガは、プログラムがローカルであるかのように、そのプログラムに接続できます。プロ
キシは、要求をサーバーに転送し、結果をデバッガに戻します。 

詳細は、『Oracle8i  Java開発者ガイド』を参照してください。 
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ストアド・プロシージャ開発手順の概要
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Javaクラスのロ
2

Javaクラスのロードクラスのロードクラスのロードクラスのロード

Javaストアド・プロシージャをコールする前に、それらを Oracleデータベースにロードし
てから SQLに公開する必要があります。ロードと公開は別のタスクです。Javaクラスの多
くは、他の Javaクラスによってのみ参照され、公開されることはありません。

Javaストアド・プロシージャを自動的にロードするには、コマンドライン・ユーティリティ 
loadjavaを使用します。コマンドライン・ユーティリティは、Javaソース、クラスおよび
リソース・ファイルを、システムが生成したデータベース表にアップロードし、SQLの 
CREATE JAVA {SOURCE | CLASS | RESOURCE}文を使用して Javaファイルを Oracleデータ
ベースにロードします。Javaファイルは、OSのファイル・システム、一般的な Java IDE、
イントラネットまたはインターネットからアップロードできます。

注意注意注意注意 : Javaストアド・プロシージャを手動でロードする場合は、CREATE JAVA文を使用し
ます。たとえば、SQL*Plusでは、CREATE JAVA CLASS文を使用して、Javaクラス・ファ
イルをローカルの BFILEおよび LOB列から Oracleデータベースにロードできます。 詳細
は、『Oracle8i  SQLリファレンス』を参照してください。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� データベースでの Javaの利用

� Javaスキーマ・オブジェクトの管理

� loadjavaの使用

� dropjavaの使用

� 実行者権限と定義者権限
ード 2-1



データベースでの Javaの利用
データベースでのデータベースでのデータベースでのデータベースでの Javaの利用の利用の利用の利用
Javaファイルを JServer JVMで使用可能にするには、スキーマ・オブジェクトとして Oracle
データベースにロードする必要があります。 図 2-1に示すように、loadjavaで起動した
JVMの Javaコンパイラは、ソース・ファイルを標準クラス・ファイルにコンパイルします。 

この図はまた、loadjavaから、システム・データベース表に格納されたオプション値を設
定することが可能であることも示しています。特に、これらのオプションは、Javaソース・
ファイルの処理に影響する点に注意してください。たとえば、-encodingオプションで文
字コード体系を指定することにより、Javaソース・ファイルがローカライズされます （オ
プション表の詳細は、2-7ページの「コンパイラへのオプションの引渡し」を参照してくだ
さい）。

図図図図 2-1  Javaのののの Oracleデータベースへのロードデータベースへのロードデータベースへのロードデータベースへのロード
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データベースでの Javaの利用
各 Javaクラスは、スキーマ・オブジェクトとして格納されます。オブジェクトの名前は、
パッケージ名を含むクラスの完全修飾名（フル・ネーム）から導出されています。たとえ
ば、Handleクラスのフル・ネームは、次のとおりです。

oracle.aurora.rdbms.Handle

Javaスキーマ・オブジェクトの名前ではドットはスラッシュで置き換えられるため、前述の
クラスのフル・ネームは、次のようになります。

oracle/aurora/rdbms/Handle

Oracle RDBMSが受け入れ可能な Javaの名前は、4000文字までです。ただし、Javaスキー
マ・オブジェクトには 30文字を超える名前を指定することはできないため、名前が 30文字
を超えるとシステムが自動的にスキーマ・オブジェクト用に別名（短縮名）を生成します。
名前が 30文字を超えない場合は、フル・ネームが使用されます。フル・ネームは、必要に
応じて任意のコンテキストで指定できます。名前マッピングが必要な場合は、RDBMSに
よって処理されます。
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Javaスキーマ・オブジェクトの管理
Javaスキーマ・オブジェクトの管理スキーマ・オブジェクトの管理スキーマ・オブジェクトの管理スキーマ・オブジェクトの管理
Javaスキーマ・オブジェクトの管理は、コマンドライン・ユーティリティ loadjavaおよ
び dropjavaを使用して行います。クライアント側で一般的な Java IDEを使用して、Java
ストアド・プロシージャの記述、コンパイルおよび部分的なテストとデバッグを行うことが
できます。その後、作成した Javaソース、クラスおよびリソース・ファイルを、loadjava
を使用して、Oracleデータベースにスキーマ・オブジェクトとしてアップロードできます。
さらに、dropjavaを使用して、指定した Javaソース、クラスおよびリソース・スキーマ・
オブジェクトをスキーマから削除することもできます。

ロードの対象ロードの対象ロードの対象ロードの対象
特定の Javaクラスにはソース・ファイルまたはクラス・ファイルのいずれかをロードでき
ますが、両方をロードすることはできません。クライアント側で Javaクラス・ファイルを
作成する場合は、loadjavaを使用してクラス・ファイルを Oracleデータベースにアップ
ロードできます。また、Javaソース・ファイルをアップロードした後、JServer JVMでコン
パイルする方法もあります。多くの場合、クライアント側でプログラムのコンパイルとデ
バッグを終えてから、クラス・ファイルをデータベースにアップロードして最終的なテスト
を行う方法が最善です。

loadjavaを使用する場合、Javaアーカイブ（JAR）または ZIPアーカイブをロードする方
法が最も簡単です。アーカイブをスキーマ・オブジェクトにすることはできません。このた
め、JARまたは ZIPアーカイブが渡されると、loadjavaはアーカイブ・ファイルを個別に
ロードします。効率性を考慮して、最後にロードされた以降変更されていないファイルは再
ロードされません。

1つのスキーマ内の 2つのオブジェクトで同一のクラスを定義することはできません。 たと
えば、ファイル A.java内でクラス Xを定義するとします。ファイルをロードし、Xの定義
をファイル B.javaに移動します。この場合、B.javaはクラス Xを再定義しているため、
ロードに失敗します。 かわりに、A.javaを削除するか、Xの定義を含まない A.javaの新
規バージョンをロードした後、B.javaをロードする必要があります。

外部参照の解決方法外部参照の解決方法外部参照の解決方法外部参照の解決方法
Javaプログラム内のすべてのクラスは、その外部参照の解決前にロードしておく必要があり
ます。その理由の 1つは、JDKおよび他のクライアント側のツールがパブリック・クラスご
とに別のソース・ファイルを必要とするために、Javaプログラムには複数のソース・ファイ
ルが含まれることです。別の理由は、クラスが相互に参照し合うため、すべてのファイルが
ロードされるまで名前解決ができないことです。

loadjavaを使用して初期解決を強制できます。-resolve オプションを指定すると、
loadjavaは、SQLの ALTER JAVA CLASS ... RESOLVE文を使用して、アップロードされた
Javaクラス内の外部参照を解決します。これらのクラスを使用するには、すべての参照が解
決されている必要があります。オプションを指定しない場合、Oracleは実行時に SQLの 
ALTER JAVA文を暗黙的に実行します。
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Javaスキーマ・オブジェクトの管理
他のクラスへの参照のすべてを解決できない場合、クラスには無効のマークが付けられま
す。実行時に無効なクラスをロードしようとすると、Java言語仕様の規定に従って
ClassNotFound例外が発行されます。

CLASSPATHとリゾルバ仕様とリゾルバ仕様とリゾルバ仕様とリゾルバ仕様
Javaクラスは実行時に動的にロードされます。Sun Microsystemの JDKでは、クラス・
ローダーは環境変数 CLASSPATHで指定されたディレクトリのリストを順次検索してクラス
の場所を確認します。

同様に、JServer JVMはリゾルバ仕様というリストを使用しますが、このリストには、ディ
レクトリではなく SQLスキーマが指定されています。JVMは、Javaの名前に対応するクラ
スを検索するとき、その名前の Javaスキーマ・オブジェクトが見つかるまで、スキーマの
リストを順次検索します。該当するオブジェクトが見つからない場合は、エラーが生成され
ます。

各クラスは、独自のリゾルバ仕様を保持しています。 たとえば、クラス Xのリゾルバ仕様
は、Xが参照するクラスの検索用スキーマのリストを作成します。参照リストは、リゾルバ
と呼ばれる機能によってメンテナンスされます。リゾルバは、リストされたスキーマ内で、
参照を解決する、有効なクラスのスキーマ・オブジェクトを検索します。すべての参照が解
決された場合、リゾルバはそのクラスに有効のマークを付けます。それ以外の場合は、無効
のマークを付けます。スキーマ・オブジェクトが無効になると、そのオブジェクトに依存し
ているすべてのクラスに無効のマークが付けられます。

解決モード解決モード解決モード解決モード
loadjavaは、次の 3つの解決モードで実行できます。

� ロード後に解決ロード後に解決ロード後に解決ロード後に解決 : -resolveオプションを指定すると、loadjavaはコマンドラインに
リストされたすべてのクラスをアップロードして無効のマークを付け、その後解決しま
す。このモードは、相互に参照し合うクラスをロードするか、孤立したクラスを再ロー
ドする場合に使用します。ロードされていないクラスに依存するクラスはすべて、無効
のマークが付けられたままになります。

� ロード時に解決ロード時に解決ロード時に解決ロード時に解決 : -andresolveオプションを指定すると、loadjavaは各クラスを、そ
のロード時に解決します。一般的に、このモードはお薦めしません。特に、リゾルバ仕
様で使用されると、未解決のクラスに有効のマークが付けられたままになるためお薦め
しません。

� 解決の延期解決の延期解決の延期解決の延期 : -resolveと -andresolveのいずれも指定しない場合、loadjavaは
ファイルをロードしますが、コンパイルも解決も行いません。かわりに、実行時にファ
イルのコンパイル（必要な場合）および解決を行います（無効のマークが付けられたク
ラスを JVMがロードしようとすると、リゾルバが自動的に実行されます）。ただし、足
りないクラスを早い段階で知るために、実行時の前にクラスを解決する方法が最善で
す。
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Javaスキーマ・オブジェクトの管理
Javaコンパイラと同様に、loadjavaは、リソースではなくクラスへの参照を解決します。
このため、クラスに必要なリソース・ファイルが適切にロードされることを確認してくださ
い。

リゾルバ仕様の種類リゾルバ仕様の種類リゾルバ仕様の種類リゾルバ仕様の種類
-resolverオプションは、リゾルバ仕様を loadjavaが作成または置換するクラス・ス
キーマ・オブジェクトにバインドします。 一方、-oracleresolverオプション（デフォル
ト）を指定すると、事前定義済みのリゾルバ仕様をクラス・スキーマ・オブジェクトにバイ
ンドできます。多くの場合、事前定義済みのリゾルバ仕様でニーズに対応できます。

リゾルバ仕様は、1つ以上の項目リストを作成します。各項目は、次の形式の名前仕様およ
びスキーマ仕様で構成されています。 

"((name_spec schema_spec) [(name_spec schema_spec)] ...)"

名前仕様は、Javaの import文の名前に似ています。 名前仕様には、Javaクラスのフル・
ネーム、最後の部分がワイルドカード "*"であるパッケージ名、またはワイルドカード自体
を使用できます。ただし、名前仕様では、要素の区切りはピリオドではなくスラッシュで
す。 たとえば、名前仕様 test/util/*は、test.utilで始まるすべてのクラス名と一致
します。 特別な名前仕様 "*"は、すべてのクラス名と一致します。 

スキーマ仕様には、スキーマ名またはワイルドカード "-"を指定できます。ワイルドカード
は、スキーマを識別するものではなく、リゾルバに対し、参照を解決できない場合でもクラ
スに無効のマークを付けないように指示するものです（リゾルバ仕様にワイルドカード "-"
がない場合は、解決されない参照があるとクラスは無効にされ、エラーが生成されます）。 ワ
イルド・カード "-"は、クラスが、ロードできない（またはロードしない）クラスを参照す
るときに使用します。 たとえば、JServerは GUIクラスのメソッドを実行できません。

スキーマ・オブジェクト名が名前仕様と一致する場合、リゾルバはスキーマ仕様で指定され
ているスキーマを検索します。リゾルバは、リゾルバ仕様にリストされた順にスキーマを検
索します。 たとえば、次のリゾルバ仕様では、スキーマ SCOTT内で参照を検索した後、ス
キーマ PUBLIC内で参照を検索するようにリゾルバに指示しています。

-resolver "((* SCOTT) (* PUBLIC))"

参照を解決できない場合、リゾルバは、参照元のクラスに無効のマークを付けてエラーを生
成します。 次のリゾルバ仕様では、utils.guiパッケージ内で見つからないクラスを無視
するようにリゾルバに指示しています。このため、utils.guiパッケージ内のクラスへの
参照が解決されない場合でも、リゾルバは参照元のクラスに有効のマークを付け、エラーは
生成しません。

-resolver "((* SCOTT) (* PUBLIC) (utils/gui/* -))"

スキーマ SCOTTまたはスキーマ PUBLIC内で見つからないクラスをすべて無視するように
リゾルバに指示するには、次のリゾルバ仕様を指定します。

-resolver "((* SCOTT) (* PUBLIC) (* -))"
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Javaスキーマ・オブジェクトの管理
ダイジェスト表の役割ダイジェスト表の役割ダイジェスト表の役割ダイジェスト表の役割
loadjavaは、ハッシュ表 JAVA$CLASS$MD5$TABLE（以降、"ダイジェスト表 "と呼びま
す）を使用して、指定されたスキーマへの Javaスキーマ・オブジェクトのロードを追跡し
ます（MD5は、ハッシングを行う RSA Data SecurityのMD5メッセージ・ダイジェスト・
アルゴリズムを指します）。loadjavaを使用して Javaスキーマ・オブジェクトをロードす
る場合は、dropjavaを使用してオブジェクトを削除する必要があります。削除しないと、
ダイジェスト表が適切に更新されません。ダイジェスト表が適切に更新されない場合は、
-forceオプションを指定してダイジェスト表の参照をバイパスしてください。

ダイジェスト表を使用すると、loadjavaは最後のロード後に変更されていないファイルを
スキップします。この結果、ファイル・リスト全体に対して loadjavaを起動する、Make
ファイルとスクリプトのパフォーマンスが向上します。

loadjavaは、スキーマごとにダイジェスト表をメンテナンスして、変更されていないファ
イルを検出します。 ダイジェスト表は、ファイル名にファイル内容をハッシュして得られた
ダイジェスト値を関連付けます。たとえば、同一ファイル（Javaスキーマ・オブジェクト）
に対して変更が行われた場合、以前のダイジェスト値と比較することでファイル内容が変更
されたどうかをすばやく検出します。 

loadjavaは、処理対象のファイルごとにダイジェスト値を計算した後、ダイジェスト表で
ファイル名を検索します。一致するエントリがあると、loadjavaはファイルをロードしま
せん（対応する最新のスキーマ・オブジェクトが存在するためです）。-verboseオプショ
ンを指定すると、loadjavaはダイジェスト表の検索結果を表示します。 

コンパイル方法コンパイル方法コンパイル方法コンパイル方法
ソース・ファイルのロードにより、Javaソース・スキーマ・オブジェクトの作成または更新
が行われ、以前にそのソース・ファイルから導出されたクラス・スキーマ・オブジェクトが
無効にされます（新たにロードされたソース・ファイルからコンパイルされたものではない
ためです）。クラス・スキーマ・オブジェクトが存在しない場合は、作成されます。

ソース・ファイルのアップロード時に強制的にコンパイルを行うには、loadjavaで
-resolveオプションまたは -andresolveオプションを指定します。loadjavaは、コン
パイラによってシステム・ディクショナリ表 USER_ERRORSに挿入されたメッセージを表示
します。この表の詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

コンパイラへのオプションの引渡しコンパイラへのオプションの引渡しコンパイラへのオプションの引渡しコンパイラへのオプションの引渡し
コンパイラにオプションを渡すには 2つの方法があります。 loadjavaのコマンドラインで
-resolveオプションまたは -andresolveオプション（コンパイルのトリガーとして機
能）を指定すると、コンパイラのオプションを指定できます。データベース表
JAVA$OPTIONS（以降、"オプション表 "と呼びます）でコンパイラのオプション値も設定
できます。ただし、loadjavaのコマンドライン・オプションを使用すると、コマンドライ
ン・オプションに上書きされます。
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Javaスキーマ・オブジェクトの管理
オプション表の行には、オプション設定が適用されるソース・スキーマ・オブジェクトの名
前が格納されています。 異なる設定用に、複数の行を使用できます。 encodingオプション
は、文字コード体系を指定します。onlineオプションを使用すると、データベース・ス
キーマに対してオンラインでセマンティクス・チェックを行うことができます（SQLJソー
スのみ）。

オプションが loadjavaコマンドラインで指定されていない限り、コンパイラはオプション
表内でオプションを検索します。 コマンドラインの値は、オプション表内の一致するエント
リを上書きし、消去します。 オプション表にエントリがないか、またはコマンドラインにオ
プションを指定した値がない場合、コンパイラは次のデフォルト値を使用します。

encoding = latin1
online = true

デフォルト以外の値は、『Oracle8i  SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してくだ
さい。

ユーティリティ・パッケージ DBMS_JAVAで定義済みの次のファンクションおよびプロシー
ジャを使用して、オプション表のエントリを取得、設定およびリセットできます。 

FUNCTION get_compiler_option (
  name VARCHAR2, 
  option VARCHAR2)
RETURNS VARCHAR2;

PROCEDURE set_compiler_option (
  name VARCHAR2,
  option VARCHAR2,
  value VARCHAR2);

PROCEDURE reset_compiler_option (
  name VARCHAR2,
  option VARCHAR2);

パラメータ nameは、Javaパッケージ名、クラスのフル・ネームまたは空白文字です。オプ
ション表の検索後に、コンパイラは nameがスキーマ・オブジェクトのフル・ネームに最も
一致した行を選択します。nameが空白文字の場合は、すべてのスキーマ・オブジェクトを
選択します。 

初期状態では、スキーマにはオプション表がありません。オプション表を作成するには、
dbms_java.set_compiler_optionプロシージャを使用して値を設定します。表が存在
しない場合、プロシージャは表を作成します。次の例に示すように、パラメータを引用符で
囲みます。 

SQL> dbms_java.set_compiler_option('X.sqlj', 'online', 'false');

DBMS_JAVAパッケージの詳細は、『Oracle8i  Java開発者ガイド』を参照してください。
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loadjavaの使用
loadjavaの使用の使用の使用の使用
組込みパッケージ LOADLOBSを使用して、loadjavaユーティリティは、ログイン・ス
キーマにデータベース表 CREATE$JAVA$LOB$TABLEを作成し、その BLOB列に Javaファ
イルをアップロードします。 その後、SQLの CREATE JAVA文を使用して、Javaファイルを
Oracleデータベースにスキーマ・オブジェクトとしてロードします。 

クラスをアップロードするには、JServerPermission.loadLibraryInClassにおける
JVM権限およびデータベース権限 CREATE PROCEDUREと CREATE TABLEが必要です （詳
細は、『Oracle8i  Java開発者ガイド』を参照してください）。

コマンドラインでは、Javaのソース、クラス、リソース・ファイル、SQLJファイルおよび
JARや ZIPアーカイブの名前を任意の順序で入力できます。次にその構文を示します。

loadjava {-user | -u} username/password[@database]
  [-option_name -option_name ...] file_name file_name ...

option_nameの構文を次に示します。 

{  {a | andresolve}
 | debug
 | {d | definer}
 | {e | encoding} encoding_scheme_name
 | {f | force}
 | {g | grant} username[,username]...
 | {o | oci8}
 | {h | help}
 | oracleresolver
 | noverify
 | {r | resolve}
 | {R | resolver} "resolver_spec"
 | {S | schema} schema_name
 | {s | synonym}
 | {t | thin}
 | {v | verbose} }

オプションまたはファイルのリスト内では、名前は空白だけで区切る必要があります。

-force, -resolve, -thin  // 誤り
-force -resolve -thin    // 正しい

ただし、ユーザー・リストでは、名前をカンマだけで区切る必要があります。

SCOTT, UTIL, BLAKE  // 誤り
SCOTT,UTIL,BLAKE    // 正しい
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loadjavaの使用
表 2-1に loadjavaのコマンドライン・オプションとその説明を示します。 続く 2つの項で
は、必須引数 -userおよび file_nameについて説明します。  

表表表表 2-1  loadjavaオプションオプションオプションオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

andresolve アップロードされたソース・ファイルをコンパイルし、ロード時に各クラ
ス・ファイルを解決します。このオプションと -resolveは同時に使用
できません。いずれも指定されていない場合は、ファイルはロードされて
もコンパイルや解決は行われません。

-resolveとは異なり、このオプションは事前にロードされているクラス
のコンパイル（必要な場合）および解決は行いません。

debug loadjavaに対し、デバッグ情報を生成および表示するように指示しま
す。

definer アップロードしたクラスのメソッドを実行者権限ではなく、定義者権限で
実行するよう指定します。デフォルトでは、メソッドは実行者権限で実行
されます。 

定義者により権限が異なる場合やアプリケーションに多くのクラスが含ま
れる場合もあるため、指定したクラスのメソッドが必要な権限のみで実行
されることを確認してください。 詳細は、2-21ページの「実行者権限と定
義者権限」を参照してください。

encoding データベース表 JAVA$OPTIONSに -encodingオプションで指定した値
を設定（またはリセット）します。このオプションで設定する値は、JDK
の標準コード体系（デフォルトは latin1）であることが必要です。 この
オプションが適用されるのは、アップロードされたソース・ファイルのみ
です。 コンパイラがこの値を使用するため、アップロードされるソース・
ファイルのエンコーディングは、指定したエンコーディングと一致してい
る必要があります。

force Javaクラス・ファイルを、それが以前にロードされたことがあるかどうか
に関係なく、強制的にロードします。デフォルトでは、以前にロードされ
たクラスは拒否されます。以前にソース・ファイルをロードした場合、そ
のクラス・ファイルを強制的にロードすることはできません。最初に、
ソース・スキーマ・オブジェクトを削除する必要があります。

grant アップロードされたクラスに対する EXECUTE権限を、リストされたユー
ザーに付与します （クラスのメソッドを直接コールするには、ユーザー
に EXECUTE権限が必要です）。 このオプションは累積形式です。ユーザー
は、EXECUTE権限の保持者のリストに追加されます。 

権限を取り消すには、-grantを指定せずにスキーマ・オブジェクトの削
除と再ロードを行うか、または SQLの REVOKE文を使用します。 別の
ユーザーのスキーマ内のオブジェクトに対する権限を付与するには、
CREATE PROCEDURE WITH GRANT権限が必要です。 

このオプションでは、ロールに対して EXECUTE権限を付与することはで
きません。
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help loadjavaのヘルプ画面を表示します。

oci8 loadjavaに対し、JDBC OCIドライバを使用してデータベースと通信す
るように指示します。このオプション（デフォルト）と -thinは同時に
使用できません。

noverify バイト・コード・ベリファイアをオフにします。アップロードされたクラ
スは検証されません。 ただし、クラスが後で無効化され、再度解決された
場合は、検証も行われます。

このオプションを使用するには、JServerPermission.Verifier権限
が必要です。 このオプションを指定する場合は、-resolveも指定する必
要があります。

oracleresolver 新規に作成されたクラス・スキーマ・オブジェクトを次の事前定義済みリ
ゾルバ仕様にバインドします。

"((* definer's_schema) (* public))"

このオプションを使用すると、足りないクラスをすぐに検出できます。 こ
のオプション（デフォルト）と -resolverは同時に使用できません。

resolve コマンドラインに指定されたすべてのクラス・ファイルをロードおよびコ
ンパイル（必要な場合）した後、クラス・ファイル内のすべての外部参照
を解決します。 このオプションと -andresolveは同時に使用できませ
ん。 いずれも指定されていない場合、ファイルはロードされても実行時ま
でコンパイルや解決は行われません。

事前にロードされたクラスのコンパイル（必要な場合）および解決を行う
場合は、このオプションを指定します。 解決はロード後に個別に行われる
ため、-forceを指定する必要はありません。

resolver 新規に作成されたクラス・スキーマ・オブジェクトをユーザー定義のリゾ
ルバ仕様にバインドします。このオプションには空白が含まれるため、リ
ゾルバ仕様は二重引用符で囲む必要があります。このオプションと
-oracleresolver（デフォルト）は同時に使用できません。

schema 新規に作成された Javaスキーマ・オブジェクトを指定されたスキーマに
アップロードします。このオプションを指定しないと、ログイン・スキー
マが使用されます。 

別のユーザーのスキーマにロードするには、CREATE ANY PROCEDURE権
限および CREATE ANY TABLE権限が必要です。

synonym アップロードされた Javaクラス用のパブリック・シノニムを作成し、
ロードされたスキーマの外部からのアクセスを可能にします。 このオプ
ションを指定するには、CREATE PUBLIC SYNONYM権限が必要です。

ソース・ファイルに対してこのオプションを指定すると、コンパイル後の
クラスにも適用されます。

表表表表 2-1  loadjavaオプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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ユーザーの指定ユーザーの指定ユーザーの指定ユーザーの指定
引数 -userを使用して、ユーザー名、パスワードおよびオプションのデータベース接続文
字列を次の形式で指定します。

username/password[@database]

-oci8オプション（デフォルト）を使用する場合、接続文字列 databaseはオプションで
す。 databaseを指定すると（TNS名またはNet8の値のリストを指定できます）、クラスは
指定したデータベースにロードされます。 指定しない場合、クラスはユーザーのデフォル
ト・データベースにロードされます。

-thinオプションを指定する場合は、接続文字列 databaseをこの形式で指定する必要が
あります。

@host:lport:SID 

hostにホスト・コンピュータ名、lportに Net8接続をリスニングするように構成された
ポート、SIDにデータベースの SIDを指定します。 デフォルトの構成では、lportは 1521
で、SIDは ORCLです。

ファイル名の指定ファイル名の指定ファイル名の指定ファイル名の指定
コマンドラインでは、Javaのソース、クラス、リソース・ファイル、SQLJファイルおよび
JARや ZIPアーカイブの名前を、必要な数だけ任意の順序で入力できます。アーカイブをス
キーマ・オブジェクトにすることはできません。このため、JARまたは ZIPアーカイブが渡
されると、loadjavaはアーカイブされた個々のファイルを個別にロードします。 ただし、
loadjavaは、ネストされた JARまたは ZIPアーカイブは処理できません。

ファイルの最良のアップロード方法は、ファイルを JARまたは ZIPアーカイブに格納する
ことです。アーカイブをロードすることにより、スキーマ・オブジェクトの命名上の混乱
（次で説明）を避けることができます。 JDKで動作可能な JARまたは ZIPアーカイブは、
loadjavaで動作します。

thin loadjavaに対し、クライアント側の JDBC Thinドライバを使用して
データベースと通信するように指示します。このオプションと -oci8
（デフォルト）は同時に使用できません。

verbose loadjavaに対し、進行状況を示すメッセージを表示するように指示しま
す。

表表表表 2-1  loadjavaオプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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スキーマ・オブジェクト名はファイル名と多少異なる部分があり、スキーマ・オブジェクト
ごとにネーミング規則が異なります。 クラス・ファイルは自己識別型であるため、
loadjava はそのファイル名をスキーマ・オブジェクト名に自動的にマップできます。
loadjavaはまた、ソース・ファイル名を自動的にマップすることもできます。loadjava
は、スキーマ・オブジェクトに、ファイルに定義されている最初のクラスのフル・ネームを
付けるのみです。同様に、JARおよび ZIPアーカイブには、格納されているファイルの名前
が含まれます。

ただし、リソース・ファイルは自己識別型ではないため、loadjavaは Javaのリソース・
スキーマ・オブジェクトの名前を、コマンドラインに入力したリテラル名（または JARまた
は ZIPアーカイブ内のリテラル名）から導出します。 リソース・スキーマ・オブジェクトは
実行中のプログラムで使用されるため、リソース・ファイル名は正確に入力する必要があり
ます。

個別のリソース・ファイルをロードする最良の方法は、CLASSPATHにリストしたディレク
トリからの相対的な位置でリソース・ファイル名を指定した後、そのディレクトリから
loadjavaを実行することです。 参考として、リソース・ファイル命名の詳細を次に説明し
ます。

リソース・ファイルをロードすると、loadjavaは、リソース・スキーマ・オブジェクトの
名前をコマンドラインに入力されたファイル名から導出します。コマンドラインに、次の相
対および絶対パス名を入力したとします。 

alpha/beta/x.properties
/home/scott/javastuff/alpha/beta/x.properties

指定したのは 1つのファイルですが、loadjavaは 2つのスキーマ・オブジェクトを作成しま
す。

alpha/beta/x.properties
ROOT/home/scott/javastuff/alpha/beta/x.properties

loadjavaは、2番目の名前に接頭辞 ROOTを付けます。これは、スキーマ・オブジェクト
の名前をスラッシュ（/）で始めることができないためです。

クラスは、リソース・ファイルを相対的な位置で参照（たとえば、b.properties）するこ
とも、絶対的な位置で参照（たとえば、/a/b.properties）することもできます。
loadjavaとクラス・ローダーがリソース・スキーマ・オブジェクトに対して同じ名前を使
用するには、クラスが getResource()または getResourceAsString()メソッドに渡
す名前を入力します。 

正確な名前が確実に使用されるようにするには、次の例に示すように、リソース・ファイル
のアップロード前に JARアーカイブにそれらを格納します。 

> cd /home/scott/javastuff
> jar -cf alphaResources.jar alpha/*.properties
> loadjava ... alphaResources.jar
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さらに望ましい方法は、クラス・ファイルとリソース・ファイルの両方を JARファイルに格
納することです。このようにすると、JARの内容をロードするときに任意のパス名を使用で
きるため、次の起動が等価になります。

> loadjava ... alpha.jar
> loadjava ... /home/scott/javastuff/alpha.jar

例例例例
次の例では、loadjavaは JDBC Thinドライバを使用してデータベースに接続し、2つのク
ラス・ファイルをロードした後、ファイルを解決します。 

> loadjava -user scott/tiger@dbhost:1521:orcl -thin
    -resolve Agent.class Alerter.class

次の例では、loadjavaはデフォルトの JDBC OCIドライバを使用してデフォルト・データ
ベースに接続し、ファイルを JARからスキーマ BLAKEにロードした後、ファイルを解決し
ます。

> loadjava -user scott/tiger -resolve -schema BLAKE serverObjs.jar

最後の例では、loadjavaは NILESおよび FORD を Manager.classの実行が可能なユー
ザーのリストに追加します。 

> loadjava -user scott/tiger@localhost:1521:orcl -thin
    -grant NILES,FORD Manager.class

ファイルの再ロードファイルの再ロードファイルの再ロードファイルの再ロード
同じファイルを複数回アップロードして、アップロードごとに異なるオプションを指定した
場合は、最後のアップロードで指定したオプションが有効になります。次の 2つの例外があ
ります。 

� あるファイルがダイジェスト表のエントリに一致するため、loadjavaがそのファイル
をロードしない場合、ほとんどのオプションはスキーマ・オブジェクトに影響を与えま
せん。 ただし、-andresolve、-grantおよび -resolveオプションは常に有効です。
loadjavaにダイジェスト表検索をスキップさせるには、-forceオプションを指定し
ます。 

� -grantオプションは累積形式です。 指定クラスから指定スキーマへの各アップロード
時に指定されたユーザーすべてに、EXECUTE権限が付与されます。 

また、SQLの DROP JAVA文を使用して Javaクラスを削除した後、loadjavaを使用して同
じクラスを再ロードする場合は、-forceオプションを指定する必要があります。このオプ
ションを指定しないと、アップロードは失敗します。
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loadjavaの使用
アプリケーションからのアプリケーションからのアプリケーションからのアプリケーションからの loadjavaの実行の実行の実行の実行
DBMS_JAVAパッケージの loadjavaプロシージャを使用すると、アプリケーションから
loadjavaユーティリティを実行できます。 プロシージャの仕様部は次のとおりです。

PROCEDURE loadjava (options VARCHAR2);
PROCEDURE loadjava (options VARCHAR2, resolver VARCHAR2);

オプションは、-user、-oci8および -thin以外のすべてを指定できます（このバージョ
ンの loadjavaは常に現行のセッションに接続します）。 -resolver（-R）オプションを使
用するには、loadjavaプロシージャの 2番目の形式に、第 2パラメータとして渡す必要が
あります。 次の例に示すように、パラメータは引用符で囲みます。

CALL dbms_java.loadjava('-r Agent.class', '-R "((* SCOTT) (* -))"');

相対パス名は、ORACLE_HOMEからの相対的な位置で解釈されます。 出力は、stderrに送
信されます。

アップロード結果のチェックアップロード結果のチェックアップロード結果のチェックアップロード結果のチェック
アップロード結果をチェックするには、データ・ディクショナリ・ビュー USER_OBJECTS
の問合せを行います。このビューには、ユーザー（この場合は SCOTT）が所有するスキー
マ・オブジェクトについての情報が含まれています。たとえば、次の SQL*Plusスクリプト
は、Javaソース、クラスおよびリソース・スキーマ・オブジェクトに関する有用な情報を
フォーマットして表示します。

SET SERVEROUTPUT ON
SET VERIFY OFF
PROMPT A)ll or J)ava only? 
ACCEPT x CHAR PROMPT 'Choice: '

DECLARE
  choice CHAR(1) := UPPER('&x');
  printable BOOLEAN;
  bad_choice EXCEPTION;
BEGIN
  IF choice NOT IN ('A', 'J') THEN RAISE bad_choice; END IF;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CHR(0));
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Object Name                    ' ||
    'Object Type   Status  Timestamp');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('------------------------------ ' ||
    '------------- ------- ----------------');
  FOR i IN (SELECT object_name, object_type, status, timestamp
    FROM user_objects ORDER BY object_type, object_name)
  LOOP
    /* Exclude objects generated for loadjava and dropjava. */
    printable := i.object_name NOT LIKE 'SYS_%'
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      AND i.object_name NOT LIKE 'CREATE$%'
      AND i.object_name NOT LIKE 'JAVA$%'
      AND i.object_name NOT LIKE 'LOADLOB%';
    IF choice = 'J' THEN
      printable := i.object_type LIKE 'JAVA %';
    END IF;
    IF printable THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(RPAD(i.object_name,31) || 
        RPAD(i.object_type,14) || 
        RPAD(i.status,8) || SUBSTR(i.timestamp,1,16));
    END IF;
  END LOOP;
EXCEPTION
  WHEN bad_choice THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Bad choice');
END;
/

スキーマ・オブジェクトすべての表示と Javaオブジェクトのみの表示を選択できます。

SQL> @usr_obj
A)ll or J)ava only?
Choice: a

Object Name                   Object Type   Status  Timestamp
----------------------------- ------------- ------- ----------------
Alerter                       JAVA CLASS    VALID   1998-10-08:13:42
POManager                     JAVA CLASS    VALID   1998-10-08:17:14
Alerter                       JAVA SOURCE   VALID   1998-10-08:13:42
POManager                     JAVA SOURCE   VALID   1998-10-08:17:11
BONUS                         TABLE         VALID   1998-10-08:14:02
DEPT                          TABLE         VALID   1998-10-08:14:02
EMP                           TABLE         VALID   1998-10-08:14:02
SALGRADE                      TABLE         VALID   1998-10-08:14:02

SQL> @usr_obj
A)ll or J)ava only?
Choice: j

Object Name                   Object Type   Status  Timestamp
----------------------------- ------------- ------- ----------------
Alerter                       JAVA CLASS    VALID   1998-10-08:13:42
POManager                     JAVA CLASS    VALID   1998-10-08:17:14
Alerter                       JAVA SOURCE   VALID   1998-10-08:13:42
POManager                     JAVA SOURCE   VALID   1998-10-08:17:11
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object_name列には、Javaスキーマ・オブジェクトのフル・ネームが格納されています。
ただし、名前が 30文字を超えるか、翻訳不可能な文字が含まれる場合は、短縮名が格納さ
れます。 短縮名をフル・ネームに変換する場合は、DBMS_JAVAパッケージの longname
ファンクションを次のように使用します。

SQL> SELECT dbms_java.longname(object_name) FROM user_objects
  2    WHERE object_type = 'JAVA SOURCE';

この問合せは、すべての Javaソース・スキーマ・オブジェクトのフル・ネームを戻します。

名前からわかるように、status列には Javaスキーマ・オブジェクトの状態（VALIDまた
は INVALID）を示す文字列が格納されています。 ソース・スキーマ・オブジェクトは、正
常にコンパイルされた場合は VALIDになります。 クラス・スキーマ・オブジェクトは、正
常に解決された場合は VALIDになります。 リソースはコンパイルも解決も行われないため、
リソース・スキーマ・オブジェクトは常に VALIDになります。

表 2-2に、データ・ディクショナリ・ビュー USER_OBJECTS内のすべての列とその説明を
示します。 

表表表表 2-2  USER_OBJECTSの列の列の列の列

列名列名列名列名 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

OBJECT_NAME VARCHAR2(128) オブジェクトの名前

SUBOBJECT_NAME VARCHAR2(30) サブオブジェクト（パーティションなど）の名前

OBJECT_ID NUMBER オブジェクトのオブジェクト番号

DATA_OBJECT_ID NUMBER そのオブジェクトを含むセグメントのオブジェクト
番号

OBJECT_TYPE VARCHAR2(15) オブジェクトのタイプ（TABLEや INDEXなど）

CREATED DATE オブジェクトの作成日付

LAST_DDL_TIME DATE オブジェクトに対して最後に DDL操作が行われた
日付

TIMESTAMP VARCHAR2(19) オブジェクトが作成された日付と時刻を含む文字列

STATUS VARCHAR2(7) オブジェクトの状態（VALIDまたは INVALID）

TEMPORARY VARCHAR2(1) 現行のセッションで、オブジェクトに格納されたデー
タのみが表示されているかどうかを示す標識（yまた
は n）

GENERATED VARCHAR2(1) オブジェクト名がシステムによって生成されたかどう
かを示す標識

SECONDARY VARCHAR2(1) オブジェクトが、ドメインの索引用に作成されたセカ
ンダリ・オブジェクトであるかどうかを示す標識
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dropjavaの使用の使用の使用の使用
dropjavaユーティリティは、ファイル名またはスキーマ・オブジェクトのフル・ネーム
（あるいはその両方）を受け入れます。 ファイル名をスキーマ・オブジェクト名に変換した
後、スキーマ・オブジェクトを削除し、次にダイジェスト表からその行を削除します。 つま
り、dropjavaは、loadjavaと逆の処理を実行します。

コマンドラインでは、Javaのソース、クラス、リソース・ファイル、SQLJファイルおよび
JARや ZIPアーカイブの名前を任意の順序で入力できます。次にその構文を示します。

dropjava {-user | -u} username/password[@database]
  [-option_name -option_name ...] file_name obj_name file_name ...

option_nameの構文を次に示します。 

{  {h | help}
 | {o | oci8}
 | {S | schema} schema_name
 | {s | synonym}
 | {t | thin}
 | {v | verbose} }

.java、.class、.sqlj、.ser、.properties、.jarまたは .zipで終わらない名前
は、スキーマ・オブジェクト名とみなされます。 同じ名前のスキーマ・オブジェクトが複数
ある場合、dropjavaはそれらをすべて削除します。 ソースを削除すると、そのソースから
導出されたクラスは削除されます。クラスを削除すると、そのクラスに直接または間接的に
依存しているクラスが無効化されます。

表 2-3に dropjavaのコマンドライン・オプションとその説明を示します。 続く 2つの項で
は、必須引数 -userおよび file_nameについて説明します。  

表表表表 2-3  dropjavaオプションオプションオプションオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

help dropjavaのヘルプ画面を表示します。

oci8 dropjavaに対し、JDBC OCIドライバを使用してデータベースと通信するよう
に指示します。このオプション（デフォルト）と -thinは同時に使用できませ
ん。

schema Javaスキーマ・オブジェクトを指定されたスキーマから削除します。 このオプ
ションを指定しない場合は、ログイン・スキーマが使用されます。 別のユーザー
のスキーマからオブジェクトを削除するには、DROP ANY PROCEDURE権限が必要
です。

synonym loadjavaによって作成されたパブリック・シノニムを削除します。
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dropjavaの使用
ユーザーの指定ユーザーの指定ユーザーの指定ユーザーの指定
引数 -userを使用して、ユーザー名、パスワードおよびオプションのデータベース接続文
字列を次の形式で指定します。

username/password[@database]

-oci8オプション（デフォルト）を使用する場合、接続文字列 databaseはオプションで
す。 databaseを指定すると（TNS名またはNet8の値のリストを指定できます）、指定した
データベースからスキーマ・オブジェクトが削除されます。 指定しない場合、スキーマ・オ
ブジェクトはユーザーのデフォルト・データベースから削除されます。

-thinオプションを指定する場合は、接続文字列 databaseをこの形式で指定する必要が
あります。

@host:lport:SID 

hostにホスト・コンピュータ名、lportに Net8接続をリスニングするように構成された
ポート、SIDにデータベースの SIDを指定します。 デフォルトの構成では、lportは 1521
で、SIDは ORCLです。

ファイル名の指定ファイル名の指定ファイル名の指定ファイル名の指定
一般的に、dropjavaと loadjavaは、ファイル名を同じ方法で解釈します。クラス・
ファイルの場合、dropjavaはファイル内でクラス名を検索し、対応するスキーマオブジェ
クトを削除します。ソース・ファイルと SQLJ入力ファイルの場合、dropjavaはファイル
内の最初のクラス名を検索し、対応するスキーマ・オブジェクトを削除します。 JARおよび
ZIPアーカイブの場合、dropjavaはアーカイブされた個々のファイル名を、コマンドライ
ンで入力された場合と同様に処理します。

.java、.class、.sqlj、.ser、.properties、.jarまたは .zipで終わらないファイ
ル名は、スキーマ・オブジェクト名とみなされます。 ファイル名がスラッシュで始まる場合、
dropjavaはスキーマ・オブジェクト名に接頭辞 ROOTを付けます。 ファイル名がいずれの
スキーマ・オブジェクト名にも一致しない場合、dropjavaは、エラー・メッセージを表示
して残りのファイル名を処理します。

thin dropjavaに対し、クライアント側の JDBC Thinドライバを使用してデータベー
スと通信するように指示します。このオプションと -oci8（デフォルト）は同時
に使用できません。

verbose dropjavaに対し、進行状況を示すメッセージを表示するように指示します。

表表表表 2-3  dropjavaオプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）オプション（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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dropjavaの使用
重要な点重要な点重要な点重要な点
Javaスキーマ・オブジェクトは、常にロードしたときと同様に削除してください。 たとえ
ば、SQLJソース・ファイルをアップロードして、サーバー上でファイルを変換した場合は、
同じファイル名を使用してそのファイルを削除してください。 リソースを個々にアップロー
ドした場合は、同じファイル・パスを使用してそのリソースを削除してください。 念のため、
リソースのアップロードには JARを使用し、そのリソースを削除するときは同じ JAR名を
使用してください。

例例例例
次の例では、dropjavaは、JDBC OCIドライバを使用してデフォルトのデータベースに接
続し、serverObjs.jarからロードされたスキーマ BLAKEからすべてのオブジェクトを削
除します。

> dropjava -user scott/tiger -schema BLAKE serverObjs.jar

次の例では、dropjavaは、クライアント側の JDBC Thinドライバを使用して指定したデー
タベースに接続し、ユーザーのスキーマからクラスとリソースを削除します。 

> dropjava -u scott/tiger@dbhost:1521:orcl -t Agent.class images.dat

アプリケーションからのアプリケーションからのアプリケーションからのアプリケーションからの dropjavaの実行の実行の実行の実行
DBMS_JAVAパッケージの dropjavaプロシージャを使用すると、アプリケーションから
dropjavaユーティリティを実行できます。 プロシージャの仕様部は次のとおりです。

PROCEDURE dropjava (options VARCHAR2);

オプションは、-user、-oci8および -thin以外のすべてを指定できます（このバージョ
ンの dropjavaは常に現行のセッションに接続します）。 次の例に示すように、パラメータ
を引用符で囲みます。

CALL dbms_java.dropjava('-S JONES serverObjs.jar');

相対パス名は、ORACLE_HOMEからの相対的な位置で解釈されます。 出力は、stderrに送
信されます。
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実行者権限と定義者権限
実行者権限と定義者権限実行者権限と定義者権限実行者権限と定義者権限実行者権限と定義者権限
デフォルトでは、Javaストアド・プロシージャの実行は、定義者権限ではなく実行者権限で
行われます。実行者権限プロシージャは、特定のスキーマにバインドされていません。プロ
シージャ内でスキーマを特定（修飾）していないスキーマ・オブジェクト（データベース表
など）は、定義者ではなく実行者のスキーマで解決されます。

これに対して、定義者権限プロシージャは、そのプロシージャを作成したユーザーのスキー
マにバインドされています。それらのプロシージャの実行は定義者権限で行われ、プロシー
ジャ内でスキーマを特定（修飾）していないスキーマ・オブジェクトも、定義者のスキーマ
で解決されます。

実行者権限プロシージャを使用すると、コードを再使用でき、アプリケーション・ロジック
を集中化できます。 特に、異なるスキーマにデータを格納するアプリケーションで有効です。 
このような場合には、複数のユーザーが独自のデータを 1つのコード・ベースで管理できま
す。

売上の分析に定義者権限プロシージャを使用する企業のことを考えます。地区ごとの販売統
計を得るには、analyzeプロシージャが各地区の sales表にアクセスする必要がありま
す。これを可能にするには、各地区サイトにプロシージャが存在している必要があります。
これは、メンテナンス上の問題となります。 

問題を解決するために、この企業は analyzeプロシージャの実行者権限（IR: Invoker 
Rights）版を本社にインストールしました。 現在では、図 2-2が示すとおり、すべての地区
サイトで同じプロシージャを使用して、その地区の sales表の問合せを行うことができま
す。 

図図図図 2-2  実行者権限のソリューション実行者権限のソリューション実行者権限のソリューション実行者権限のソリューション

スキーマ HQスキーマ WEST

sales

スキーマ EAST

sales

analyze
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実行者権限と定義者権限
また、実行者権限によるデフォルトの動作をオーバーライドする場合もあります。本社が、
analyzeプロシージャを使用して売上手数料を算出して、中央の payroll表を更新する場
合を考えます。analyzeの実行者は、従業員の給料やその他の機密性の高いデータの格納
されている payroll表に直接アクセスすべきではないため、問題となります。 図 2-3に示す
ように、analyzeプロシージャから定義者権限（DR: Definer Rights）calcCommプロシー
ジャをコールして、このプロシージャで payroll表を更新することで、問題は解決します。

図図図図 2-3  間接的なアクセス間接的なアクセス間接的なアクセス間接的なアクセス

実行者権限によるデフォルトの動作をオーバーライドする場合は、loadjavaをオプション
-definer付きで指定してください。これは UNIXの機能 setuidと似ていますが、
-definerは、プログラム全体ではなく個々のクラスに適用される点が異なります。

定義者により権限が異なる場合やアプリケーションに多数のクラスが含まれる場合がありま
す。 このため、-definerオプションは注意して使用し、クラスに必要な権限のみ設定して
ください。

スキーマ  HQスキーマ WEST

analyze
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Javaクラスの
3

Javaクラスの公開クラスの公開クラスの公開クラスの公開

SQLから Javaメソッドをコールする前に、Oracleデータ・ディクショナリに Javaメソッド
を公開する必要があります。 Javaクラスをデータベースにロードする時点では、どのメソッ
ドが SQLのコールに対して安全なエントリ・ポイントであるかわからないため、Javaクラ
スのメソッドは自動的には公開されません。メソッドを公開するには、コール仕様を記述す
る必要があります。コール仕様により、Javaメソッド名、パラメータ型および戻り型が、対
応する SQLにマッピングされます。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� コール仕様について

� コール仕様の定義に関する基本的な要件

� トップレベルのコール仕様の記述

� パッケージ・コール仕様の記述

� オブジェクト型コール仕様の記述
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コール仕様について
コール仕様についてコール仕様についてコール仕様についてコール仕様について
Javaメソッドを公開するには、コール仕様を記述します。指定した Javaメソッドの場合は、
SQLの CREATE FUNCTIONまたは CREATE PROCEDURE文を使用して、ファンクション・
コール仕様またはプロシージャ・コール仕様を宣言します。PL/SQLパッケージ内または
SQLオブジェクト型内で、類似の宣言を使用します。

値を戻す Javaメソッドはファンクションとして公開し、voidの Javaメソッドはプロシー
ジャとして公開します。ファンクション本体またはプロシージャ本体には LANGUAGE JAVA
句があります。この句には、フル・ネーム、パラメータ型および戻り型などの Javaメソッ
ドの情報が記録されます。型などの不一致は、実行時にのみ検出されます。

図 3-1に示したように、アプリケーションではコール仕様を使用して、つまりコール仕様名
を参照することによって Javaメソッドがコールされます。実行時システムでは、Oracle
データ・ディクショナリにあるコール仕様の定義を調べ、対応する Javaメソッドを実行し
ます。 

図図図図 3-1  Javaメソッドのコールメソッドのコールメソッドのコールメソッドのコール

Oracleデータベース�

   Java
メソッド�

アプリケーション�

   データ・�
ディクショナリ�

コール�
仕様�
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
コール仕様の定義に関する基本的な要件コール仕様の定義に関する基本的な要件コール仕様の定義に関する基本的な要件コール仕様の定義に関する基本的な要件
コール仕様とそのコール仕様によって公開される Javaメソッドは、（Javaメソッドに
PUBLICシノニムがない限り）同一スキーマに存在している必要があります。 次のコール仕
様を宣言できます。

� スタンドアロン（トップレベル）の PL/SQLファンクションまたはプロシージャ

� パッケージの PL/SQLファンクションまたはプロシージャ

� SQLオブジェクト型のメンバー・メソッド

コール仕様によって、Javaメソッドのトップレベルのエントリ・ポイントが Oracleに示さ
れます。 このため、公開できるのは public staticメソッドのみですが、例外が 1つあり
ます。インスタンス・メソッドは SQLオブジェクト型のメンバー・メソッドとして公開で
きます。

パッケージ・コール仕様はトップレベルのコール仕様と同様に機能します。このため、メン
テナンスを容易にするために、パッケージ本体にコール仕様を置くことができます。この方
法では、他のスキーマ・オブジェクトを無効にせずにコール仕様を変更できます。また、
コール仕様をオーバーロードすることもできます。

パラメータ・モードの設定パラメータ・モードの設定パラメータ・モードの設定パラメータ・モードの設定
Javaや他のオブジェクト指向言語では、メソッドは引数として渡されたオブジェクトに値を
割り当てることはできません。このため、SQLまたは PL/SQLからメソッドをコールする
ときに引数の値を変更するには、コール仕様で OUTまたは IN OUTパラメータとして宣言す
る必要があります。対応する Javaパラメータは、要素の数が 1つの配列であることが必要
です。

要素の値を適切な型の別の Javaオブジェクトに置き換えるか、または（IN OUTパラメータ
の場合）Javaオブジェクトの型によっては値を変更できます。いずれの場合にも、新しい値
がコール側に戻されます。たとえば、コール仕様の、NUMBER型の OUTパラメータを、
float[] pとして宣言された Javaパラメータにマッピングし、p[0]に新しい値を割り当
てることができます。 

注意注意注意注意 : OUTまたは IN OUTパラメータを宣言するファンクションを、SQLの 
DML文からコールすることはできません。
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
データ型のマッピングデータ型のマッピングデータ型のマッピングデータ型のマッピング
コール仕様では、対応する SQLと Javaパラメータ（およびファンクションの結果）には互
換性のあるデータ型を設定する必要があります。表 3-1に、有効なデータ型マッピングがす
べて示されています。Oracleでは、SQL型と Javaクラスが自動的に変換されます。  

表表表表 3-1  有効なデータ型マッピング有効なデータ型マッピング有効なデータ型マッピング有効なデータ型マッピング

SQL型型型型 Javaクラスクラスクラスクラス

CHAR、NCHAR、 
LONG、VARCHAR2、 
NVARCHAR2

oracle.sql.CHAR
java.lang.String 
java.sql.Date 
java.sql.Time 
java.sql.Timestamp 
java.lang.Byte 
java.lang.Short 
java.lang.Integer 
java.lang.Long 
java.lang.Float 
java.lang.Double 
java.math.BigDecimal 
byte、short、int、long、float、double

DATE oracle.sql.DATE 
java.sql.Date 
java.sql.Time 
java.sql.Timestamp 
java.lang.String

NUMBER oracle.sql.NUMBER 
java.lang.Byte 
java.lang.Short 
java.lang.Integer 
java.lang.Long 
java.lang.Float 
java.lang.Double 
java.math.BigDecimal 
byte、short、int、long、float、double

RAW、LONG RAW oracle.sql.RAW 
byte[]

ROWID oracle.sql.CHAR
oracle.sql.ROWID 
java.lang.String

BFILE oracle.sql.BFILE

BLOB oracle.sql.BLOB 
oracle.jdbc2.Blob

CLOB、NCLOB oracle.sql.CLOB 
oracle.jdbc2.Clob
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
OBJECT oracle.sql.STRUCT 
oracle.SqljData 
oracle.jdbc2.Struct

REF oracle.sql.REF 
oracle.jdbc2.Ref

TABLE、VARRAY oracle.sql.ARRAY 
oracle.jdbc2.Array

前述の SQL型の
いずれか

oracle.sql.CustomDatum 
oracle.sql.Datum

注意注意注意注意 :

1. UROWID型および NUMBERサブタイプ（INTEGER、REALなど）はサポー
トされていません。

2. LONGまたは LONG RAWのデータベース列から、32KBを超える値を Java
ストアド・プロシージャに取り出すことはできません。

3. Javaラッパー・クラス（java.lang.Byte、java.lang.Shortなど）
は、SQLから NULLを戻す場合に役立ちます。

4. oracle.sql.CustomDatumクラスを使用してパラメータを宣言すると
きは、クラスで次のメンバーを定義する必要があります。

public static oracle.sql.CustomDatumFactory.getFactory();

5. oracle.sql.Datumは抽象クラスです。oracle.sql.Datum型のパラ
メータに渡される値は、SQL型と互換性のある Javaクラスに属している
必要があります。同様に、戻り型 oracle.sql.Datumを持つメソッドに
よって戻される値は、SQL型と互換性のある Javaクラスに属している必
要があります。

6. データのフォーマットが保存され、キャラクタ・セットの変換も必要ない
ため（通常のネットワーク変換は別です）、oracle.sqlクラスへのマッ
ピングが最適です。これらのクラスは、SQLと Javaの間でデータを大量
に交換するアプリケーションで特に役立ちます。

7. 提供される oracle.jdbc2および oracle.sqlパッケージの情報は、
『Oracle8i  JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

表表表表 3-1  有効なデータ型マッピング（続き）有効なデータ型マッピング（続き）有効なデータ型マッピング（続き）有効なデータ型マッピング（続き）

SQL型型型型 Javaクラスクラスクラスクラス
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 JDBC内部ドライバの使用内部ドライバの使用内部ドライバの使用内部ドライバの使用
通常、JDBCでは、JDBCドライバのセットを管理する DriverManagerクラスを使用して、
データベースへの接続を確立します。ドライバがロードされた後、getConnectionメソッ
ドをコールします。正しいドライバが検索されると、getConnectionは、データベース・
セッションを表現する Connectionオブジェクトを戻します。すべての SQL文は、その
セッションに依存して実行されます。

ただし、サーバー側 JDBC内部ドライバは、デフォルトのセッションおよびトランザクショ
ン・コンテキスト内で動作します。そのため、この段階ですでにデータベースに接続された
状態になっており、実行される SQL操作はすべてデフォルトのトランザクションの一部で
す。 ドライバは事前に登録されているため、登録する必要はありません。Connectionオブ
ジェクトを取得するには、次の文を実行します。

Connection conn =
  DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");

INパラメータを受け取らず、かつ 1度のみ実行される SQL文に対しては、Statementク
ラスを使用します。createStatementメソッドは、Connectionオブジェクト上でコー
ルされると、新しい Statementオブジェクトを戻します。次に例を示します。

String sql = "DROP " + object_type + " " + object_name;
Statement stmt = conn.createStatement();
stmt.executeUpdate(sql);

INパラメータを受け取るか、または 2回以上実行される SQL文に対しては、
PreparedStatementクラスを使用します。SQL文は、1つ以上のパラメータを含むこと
ができ、プリコンパイルされます（SQL文中の ?がパラメータとして機能します）。
prepareStatementメソッドは、Connectionオブジェクト上でコールされると、プリコ
ンパイルされた SQL文を含む新しい PreparedStatementオブジェクトを戻します。次に
例を示します。

String sql = "DELETE FROM dept WHERE deptno = ?";
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
pstmt.setInt(1, deptID);
pstmt.executeUpdate();

ResultSetには、SQLの問合せ結果、つまり検索条件を満たす行が含まれます。nextメ
ソッドを使用して次の行に移動すると、その行がカレント行になります。カレント行から列
の値を取り出すには、getXXXメソッドを使用します。次に例を示します。

String sql = "SELECT COUNT(*) FROM " + tabName;
int rows = 0;
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rset = stmt.executeQuery(sql);
while (rset.next()) {rows = rset.getInt(1);}
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
CallableStatementオブジェクトを使用すると、ストアド・プロシージャをコールでき
ます。 このオブジェクトにはコール・テキストが含まれており、コール・テキストには、1
つの戻りパラメータと、任意の数の IN、OUTおよび INOUTのパラメータを含めることがで
きます。コールは、中カッコで区切られるエスケープ句を使用して記述されます。次の例に
示すように、エスケープ構文には 3つの形式があります。

// parameterless stored procedure
CallableStatement cstmt = conn.prepareCall("{CALL proc}");

// stored procedure
CallableStatement cstmt = conn.prepareCall("{CALL proc(?,?)}");

// stored function
CallableStatement cstmt = conn.prepareCall("{? = CALL func(?,?)}");

重要な点重要な点重要な点重要な点
JDBCストアド・プロシージャ・アプリケーションを開発するときは、次の点に留意してく
ださい。

� サーバー側 JDBC内部ドライバは、デフォルトのセッション内およびトランザクショ
ン・コンテキスト内で動作します。そのため、この段階ですでにデータベースに接続さ
れた状態になっており、実行される SQL操作はすべてデフォルトのトランザクション
の一部です。

� ステートメント・オブジェクトとリザルト・セットは複数のコールにわたって持続する
ため、Javaのファイナライザーにするデータベース・カーソルの解放は行われません。
このため、使用しないカーソルが残ったままになることを避けるために、処理の終了時
にすべてのステートメント・オブジェクトとリザルト・セットをクローズしてくださ
い。または、Oracle初期化パラメータの OPEN_CURSORSを使用して制限することもで
きます。

� サーバー側 JDBC内部ドライバは、自動コミットをサポートしていません。 そのため、
アプリケーションでは、データベースの変更を明示的にコミットするか、またはロール
バックする必要があります。

� サーバー側 JDBC内部ドライバを使用して、リモート・データベースに接続することは
できません。 Javaプログラムを実行しているサーバーにのみ接続できます。 サーバー対
サーバー接続の場合は、サーバー側の JDBC Thinドライバを使用します （クライアン
ト対サーバー接続の場合は、クライアント側の JDBC Thinドライバまたは JDBC OCIド
ライバを使用します）。

� サーバー側 JDBC内部ドライバによって確立されたデータベースへの物理接続をクロー
ズすることはできません。 ただし、デフォルトの接続で close()メソッドをコールす
ると、すべての接続インスタンス（実際には同じオブジェクトを参照しています）がク
リーン・アップされ、クローズされます。 新しい接続オブジェクトを取得するには、
getConnection()メソッドを再度コールする必要があります。

詳細は、『Oracle8i  JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。 
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 SQLJトランスレータの使用トランスレータの使用トランスレータの使用トランスレータの使用
SQLJトランスレータを使用すると、#sqlで始まるエスケープ句によって、SQL文を Java
ソース・ファイルに埋め込むことができます。 たとえば、次の SQLJプログラムは、SELECT
文および CALL文を Javaクラス TodaysDateに埋め込む例です。サーバー側の SQLJプロ
グラムの実行に対して、明示的な接続処理は必要ありません。

import java.sql.*;
class TodaysDate {
  public static void main (String[] args) {
    try {
      Date today;
      #sql {SELECT SYSDATE INTO :today FROM dual};
      putLine("Today is " + today);
    } catch (Exception e) {putLine("Run-time error: " + e);}
  }

  static void putLine(String s) {
    try {
      #sql {CALL DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(:s)};
    } catch (SQLException e) {}
  }
}

SQLJによって、ストアド・プロシージャとファンクションのコールに役立つ次の構文が提
供されます。

// parameterless stored procedure
#sql {CALL procedure_name()};

// stored procedure
#sql {CALL procedure_name(parameter, parameter, ...)};

// stored function
#sql result = {VALUES(function_name(parameter, parameter, ...))};

parameterは次の構文を表します。

{literal | :[{IN | OUT | INOUT}] host_variable_name}

host_variable_nameがドット修飾式（例 : max.Salary）の場合は、カッコで囲む必要
があります。
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コール仕様の定義に関する基本的な要件
クライアント側 SQLJトランスレータを使用すると、ソース・ファイルのコンパイルとプロ
ファイルのカスタマイズができます。 そして、その結果のクラスとリソース・ファイルを
データベースにアップロードできます。 または、サーバー側 SQLJトランスレータを使用し
て、アップロード後にソース・ファイルをコンパイルすることもできます。 クライアント側
でプログラムを記述している場合は、サーバー側では SQLJトランスレータの大部分のオプ
ションが使用できないため、前者の方法により柔軟性があります。

重要な点重要な点重要な点重要な点
SQLJストアド・プロシージャ・アプリケーションを開発するときは、次の点に留意してく
ださい。

� サーバー上では SQLJランタイム・パッケージを自動的に使用できます。ランタイム・
クラスを使用するためにパッケージをインポートする必要はありません。

� カレント・ユーザーはデータベースへの暗黙的なチャネルを持っています。 そのため、
#sql文に対する、SQLJ接続コンテキスト・インスタンスの作成、ドライバの登録また
はデフォルト接続の指定は必要ありません。

� サーバー側 JDBC内部ドライバを使用して、リモート・データベースに接続することは
できません。 Javaプログラムを実行しているサーバーにのみ接続できます。 サーバー対
サーバー接続の場合は、サーバー側の JDBC Thinドライバを使用します（クライアント
対サーバー接続の場合は、クライアント側の JDBC Thinドライバまたは JDBC OCIドラ
イバを使用します）。

� SQLJ接続コンテキスト・インスタンスとデータベースの間の通信は、実際の接続では
なく、Javaプログラムを実行しているセッションを介して行われます。このため、接続
コンテキスト・インスタンスをクローズしようとしても無視され、例外は発生しませ
ん。

� サーバー側 SQLJトランスレータの設定オプションは、データベース表 JAVA$OPTIONS
に格納されています。 DBMS_JAVAパッケージにあるファンクションとプロシージャを
使用して、オプションの値を取得して設定できます。

� サーバー側 SQLJトランスレータでは、-ser2classオプションはサポートされていま
せん。 そのため、プロファイルは常にクラス・スキーマ・オブジェクトとしてではなく、
リソース・スキーマ・オブジェクトとして生成されます。

� サーバー側（クライアント側ではなく）では、SQLJトランスレータを使用して、入力
ソース・ファイルとその最初のパブリック・クラスに異なる名前を付けることができま
す。ただし、異なる名前を使用するのは好ましいプログラミング手法ではありません。

詳細は、『Oracle8i  SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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トップレベルのコール仕様の記述
トップレベルのコール仕様の記述トップレベルのコール仕様の記述トップレベルのコール仕様の記述トップレベルのコール仕様の記述
SQL*Plusでは、次の構文を使用してトップレベルのコール仕様を対話的に定義できます。

CREATE [OR REPLACE]
{  PROCEDURE procedure_name [(param[, param]...)]
 | FUNCTION function_name [(param[, param]...)] RETURN sql_type}
[AUTHID {DEFINER | CURRENT_USER}]
[PARALLEL_ENABLE]
[DETERMINISTIC]
{IS | AS} LANGUAGE JAVA
NAME 'method_fullname (java_type_fullname[, java_type_fullname]...)
  [return java_type_fullname]';

paramは次の構文を表します。

parameter_name [IN | OUT | IN OUT] sql_type

AUTHID句は、ストアド・プロシージャをその定義者と実行者（デフォルト）のどちらの権
限を使用して実行するか、およびスキーマ・オブジェクトに対する未修飾の参照を定義者と
実行者のどちらのスキーマで解決するかを指定します。DEFINERを指定してデフォルトの
動作をオーバーライドできます（ただし、CURRENT_USERを指定して loadjavaの
-definerオプションをオーバーライドすることはできません）。

PARALLEL_ENABLEオプションは、ストアド・ファンクションをパラレル DMLのスレー
ブ・セッションで安全に使用できることを宣言します。メイン（ログイン）セッションの状
態は、スレーブ・セッションとは共有されません。各スレーブ・セッションには独自の状態
があり、セッションを開始するときに初期化されます。ファンクションの結果はセッション
（static）変数の状態に依存しないでください。依存すると、セッション間で結果が異なる
ことがあります。

ヒント DETERMINISTICは、オプティマイザが冗長なファンクション・コールを回避するの
に役立ちます。前に同じ引数を使用してストアド・ファンクションがコールされた場合は、
オプティマイザは以前の結果を使用できます。ファンクションの結果はセッション変数また
はスキーマ・オブジェクトの状態に依存しないでください。依存すると、コール間で結果が
異なることがあります。ファンクションの索引またはクエリー・リライトが可能なマテリア
ライズド・ビューからコールできるのは、DETERMINISTICファンクションのみです。詳細
は、『Oracle8i  SQLリファレンス』の CREATE INDEXおよび CREATE MATERIALIZED VIEW
を参照してください。

NAME句の文字列は、Javaメソッドを一意に識別します。 Javaのフル・ネームとコール仕様
パラメータは、位置によってマッピングされ、1対 1対応である必要があります（この規則
は mainメソッドには適用されません。3-12ページの例 2を参照してください）。Javaメ
ソッドが引数を取らない場合は、ファンクションまたはプロシージャ用ではなく、Javaメ
ソッド用の空のパラメータ・リストをコーディングしてください。
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トップレベルのコール仕様の記述
通常、Javaのフル・ネームはドット表記法を使用して記述します。次の例は、長い名前を
ドットの境界で行をまたいで記述できることを示しています。

artificialIntelligence.neuralNetworks.patternClassification.
  RadarSignatureClassifier.computeRange()

例例例例 1
次の Javaクラスの実行可能プログラムが Oracleデータベースにロードされたとします。 

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
 
public class GenericDrop {
  public static void dropIt (String object_type, String object_name)
  throws SQLException {
    // Connect to Oracle using JDBC driver
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    // Build SQL statement
    String sql = "DROP " + object_type + " " + object_name;
    try {
      Statement stmt = conn.createStatement();
      stmt.executeUpdate(sql);
      stmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}

GenericDropクラスには dropItという名前の 1つのメソッドがあり、どの種類のスキー
マ・オブジェクトでも削除します。たとえば、引数 'table'および 'emp'を dropItに渡
すと、メソッドは emp表をスキーマから削除します。このメソッドのコール仕様を次に記述
します。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE drop_it (
  obj_type VARCHAR2,
  obj_name VARCHAR2)
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'GenericDrop.dropIt(java.lang.String, java.lang.String)';

Stringクラスに対する参照は完全に修飾する必要があることに注意してください。
java.langパッケージは Javaプログラムで自動的に使用できますが、コール仕様で明示的
に名前を付ける必要があります。
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トップレベルのコール仕様の記述
例例例例 2
一般的に、Java名とコール仕様パラメータは 1対 1対応としてください。 ただし、この規則
は mainメソッドには適用されません。その String[]パラメータは、複数の CHARまたは
VARCHAR2、あるいはその両方のコール仕様パラメータにマッピングできます。次のような、
引数を出力する mainメソッドを公開する場合を考えます。

public class EchoInput {
  public static void main (String[] args) {
    for (int i = 0; i < args.length; i++)
      System.out.println(args[i]);
  }
}

mainメソッドを公開するには、次のようなコール仕様を記述できます。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE echo_input (
  s1 VARCHAR2,
  s2 VARCHAR2,
  s3 VARCHAR2)
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'EchoInput.main(java.lang.String[])';

コール仕様パラメータに制約（精度、サイズまたは NOT NULLなど）を課すことはできませ
ん。そのため、次のように、VARCHAR2変数の最大サイズを指定する必要がある場合でも、
VARCHAR2パラメータの最大サイズを指定することはできません。 

DECLARE
  last_name VARCHAR2(20);  -- size constraint required

例例例例 3
次に、指定したデータベース表の行数を戻す rowCountメソッドを公開する場合を考えま
す。 

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class RowCounter {
  public static int rowCount (String tabName) throws SQLException {
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "SELECT COUNT(*) FROM " + tabName;
    int rows = 0;
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トップレベルのコール仕様の記述
    try {
      Statement stmt = conn.createStatement();
      ResultSet rset = stmt.executeQuery(sql);
      while (rset.next()) {rows = rset.getInt(1);}
      rset.close();
      stmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
    return rows;
  }
}

次のコール仕様では、戻り型は NUMBERであり、INTEGERではありません。これは、コー
ル仕様では NUMBERサブタイプ（INTEGER、REALおよび POSITIVEなど）が許可されてい
ないためです。 

CREATE FUNCTION row_count (tab_name VARCHAR2) RETURN NUMBER
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'RowCounter.rowCount(java.lang.String) return int';

例例例例 4
swapという名前の次のような Javaメソッドを公開する場合を考えます。このメソッドは、
引数の値を切り替えます。

public class Swapper {
  public static void swap (int[] x, int[] y) {
    int hold = x[0];
    x[0] = y[0];
    y[0] = hold;
  }
}

次のコール仕様は、Javaの swapメソッドをコール仕様 swapとして公開します。値を内部
と外部に渡す必要があるため、このコール仕様は IN OUT仮パラメータを宣言します。すべ
てのコール仕様 OUTおよび IN OUTパラメータは、Java配列パラメータにマッピングする必
要があります。 

CREATE PROCEDURE swap (x IN OUT NUMBER, y IN OUT NUMBER)
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'Swapper.swap(int[], int[])';

Javaメソッドとそのコール仕様には同じ名前を付けられることに注意してください。
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パッケージ・コール仕様の記述
パッケージ・コール仕様の記述パッケージ・コール仕様の記述パッケージ・コール仕様の記述パッケージ・コール仕様の記述
PL/SQLパッケージは、論理的に関連のある型、項目、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。通常、パッケージには、仕様部と本体（本体は必要ない場合も
あります）の 2つの部分があります。 仕様部はアプリケーションに対するインタフェースで、
型、定数、変数、例外、カーソルおよびサブプログラムを宣言して使用できるようにしま
す。本体は、カーソルとサブプログラムを完全に定義して、仕様部をインプリメントします
（詳細は、『Oracle8i  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）。

SQL*Plusでは、次の構文を使用して PL/SQLパッケージを対話的に定義できます。 

CREATE [OR REPLACE] PACKAGE package_name
  [AUTHID {CURRENT_USER | DEFINER}] {IS | AS}
  [type_definition [type_definition] ...]
  [cursor_spec [cursor_spec] ...]
  [item_declaration [item_declaration] ...]
  [{subprogram_spec | call_spec} [{subprogram_spec | call_spec}]...]
END [package_name];

[CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY package_name {IS | AS}
  [type_definition [type_definition] ...]
  [cursor_body [cursor_body] ...]
  [item_declaration [item_declaration] ...]
  [{subprogram_spec | call_spec} [{subprogram_spec | call_spec}]...]
[BEGIN
  sequence_of_statements]
END [package_name];]

仕様部には、パブリック宣言が保持されており、アプリケーションで参照できます。本体に
は、実装の詳細とプライベート宣言が含まれていますが、アプリケーションからは隠されて
います。パッケージ本体の宣言部に続いて、オプションの初期化部があり、通常パッケージ
変数を初期化する文が保持されています。初期化部は、初めてパッケージを参照するときに
1度のみ実行されます。

パッケージ仕様部で宣言されたコール仕様は、パッケージ本体のサブプログラムと同じシグ
ネチャ（名前とパラメータのリスト）を持つことはできません。パッケージ仕様部のすべて
のサブプログラムをコール仕様として宣言する場合、パッケージ本体は必要ありません
（カーソルを定義するか、初期化部を使用する場合を除きます）。

AUTHID句は、すべてのパッケージ・サブプログラムをその定義者（デフォルト）と実行者
のどちらの権限を使用して実行するか、およびスキーマ・オブジェクトに対する未修飾の参
照を定義者と実行者のどちらのスキーマで解決するかを指定します。
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パッケージ・コール仕様の記述
例例例例
新しい部門の追加、部門の削除および部門の位置の変更を行うメソッドを持つ
DeptManagerクラスについて考えます。addDeptメソッドは、データベースの順序
（CREATE SEQUENCEで作成）を使用して次の部門番号を取得することに注意してくださ
い。これらの 3つのメソッドは論理的に関連しているため、PL/SQLパッケージにそれらの
コール仕様をグループ化できます。 

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class DeptManager {
  public static void addDept (String deptName, String deptLoc)
  throws SQLException {
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "SELECT deptnos.NEXTVAL FROM dual";
    String sql2 = "INSERT INTO dept VALUES (?, ?, ?)";
    int deptID = 0;
    try {
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet rset = pstmt.executeQuery();
      while (rset.next()) {deptID = rset.getInt(1);}
      pstmt = conn.prepareStatement(sql2);
      pstmt.setInt(1, deptID);
      pstmt.setString(2, deptName);
      pstmt.setString(3, deptLoc);
      pstmt.executeUpdate(); 
      rset.close();
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
 
  public static void dropDept (int deptID) throws SQLException {
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "DELETE FROM dept WHERE deptno = ?";
    try { 
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setInt(1, deptID);
      pstmt.executeUpdate(); 
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
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パッケージ・コール仕様の記述
  public static void changeLoc (int deptID, String newLoc)
  throws SQLException {
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "UPDATE dept SET loc = ? WHERE deptno = ?";
    try { 
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setString(1, newLoc);
      pstmt.setInt(2, deptID);
      pstmt.executeUpdate(); 
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}

addDept、dropDeptおよび changeLocメソッドをパッケージ化するとします。最初に、
次のようにパッケージ仕様部を作成します。

CREATE OR REPLACE PACKAGE dept_mgmt AS
  PROCEDURE add_dept (dept_name VARCHAR2, dept_loc VARCHAR2);
  PROCEDURE drop_dept (dept_id NUMBER);
  PROCEDURE change_loc (dept_id NUMBER, new_loc VARCHAR2);
END dept_mgmt;

次に、Javaメソッドのコール仕様を記述してパッケージ本体を作成します。

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY dept_mgmt AS
  PROCEDURE add_dept (dept_name VARCHAR2, dept_loc VARCHAR2)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'DeptManager.addDept(java.lang.String, java.lang.String)';
 
  PROCEDURE drop_dept (dept_id NUMBER) 
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'DeptManager.dropDept(int)';
 
  PROCEDURE change_loc (dept_id NUMBER, new_loc VARCHAR2)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'DeptManager.changeLoc(int, java.lang.String)';
END dept_mgmt;

dept_mgmtパッケージのストアド・プロシージャを参照するには、次の例に示すように、
ドット表記法を使用する必要があります。

CALL dept_mgmt.add_dept('PUBLICITY', 'DALLAS');
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オブジェクト型コール仕様の記述
オブジェクト型コール仕様の記述オブジェクト型コール仕様の記述オブジェクト型コール仕様の記述オブジェクト型コール仕様の記述
SQLでは、オブジェクト指向のプログラミングはオブジェクト型に基づいています。オブ
ジェクト型は、データ構造とそのデータの操作に必要なファンクションおよびプロシージャ
で構成できるユーザー定義の複合データ型です。 データ構造を形成する変数は属性と呼ばれ
ます。 オブジェクト型の動作を特徴づけるファンクションおよびプロシージャはメソッドと
呼ばれ、Javaで記述できます。

パッケージと同様に、オブジェクト型には、仕様部と本体の 2つの部分があります。仕様部
はアプリケーションに対するインタフェースで、データの操作に必要な、データ構造（属性
のセット）とその操作方法（メソッド）を宣言します。本体は、PL/SQLサブプログラム本
体またはコール仕様、あるいはその両方を定義して、仕様部をインプリメントします（詳細
は、『Oracle8i  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）。

オブジェクト型の仕様部が、属性またはコール仕様、あるいはその両方のみを宣言する場合
は、そのオブジェクト型の本体は必要ありません（本体で属性を宣言することはできませ
ん）。そのため、すべてのメソッドを Javaでインプリメントする場合は、メソッドのコール
仕様をオブジェクト型仕様部に置いて、本体を省略できます。

SQL*Plusでは、次の構文を使用して SQLオブジェクト型を対話的に定義できます。 

CREATE [OR REPLACE] TYPE type_name 
  [AUTHID {CURRENT_USER | DEFINER}] {IS | AS} OBJECT (
  attribute_name datatype[, attribute_name datatype]...
  [{MAP | ORDER} MEMBER {function_spec | call_spec},]
  [{MEMBER | STATIC} {subprogram_spec | call_spec} 
  [, {MEMBER | STATIC} {subprogram_spec | call_spec}]...]
);

[CREATE [OR REPLACE] TYPE BODY type_name {IS | AS}
  { {MAP | ORDER} MEMBER function_body;
   | {MEMBER | STATIC} {subprogram_body | call_spec};} 
  [{MEMBER | STATIC} {subprogram_body | call_spec};]...
END;]

AUTHID 句は、すべてのメンバー・メソッドをそれらの定義者（デフォルト）と実行者のど
ちらの権限を使用して実行するか、およびスキーマ・オブジェクトに対する未修飾の参照を
定義者と実行者のどちらのスキーマで解決するかを指定します。 
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属性の宣言属性の宣言属性の宣言属性の宣言
オブジェクト型仕様部では、属性はすべてメソッドの前に宣言する必要があります。少なく
とも 1つの属性が必要です（最大で 1000個までです）。メソッドはオプションです。

Java変数と同様に、属性は名前とデータ型で宣言されます。名前はオブジェクト型内では一
意であることが必須ですが、他のオブジェクト型では再使用できます。データ型は、LONG、
LONG RAW、NCHAR、NVARCHAR2、NCLOB、ROWIDまたは UROWIDを除く、任意の SQL型
が可能です。

代入演算子または DEFAULT句を使用して宣言部で属性を初期化することはできません。ま
た、NOT NULL制約を属性に課すこともできません。ただし、制約を課すことができるデー
タベース表にオブジェクトを格納することはできます。 

メソッドの宣言メソッドの宣言メソッドの宣言メソッドの宣言
MEMBERメソッドは、SELFと呼ばれる組込みパラメータを受け入れます。このパラメータ
は、オブジェクト型のインスタンスです。暗黙的に宣言されたか明示的に宣言されたかに関
係なく、このパラメータは常に最初に MEMBERメソッドに渡されるパラメータです。 メソッ
ド本体では、SELFはメソッドが起動されたオブジェクトを示します。 MEMBERメソッドは、
次のように、インスタンスに対して起動されます。 

instance_expression.method()

ただし、STATICメソッドは、SELFの受入れまたは参照ができず、次のように、インスタ
ンスではなくオブジェクト型に対して起動されます。

object_type_name.method()

staticでない Javaメソッドをコールする場合は、コール仕様でキーワード MEMBERを指
定します。同様に、static Javaメソッドをコールする場合は、コール仕様でキーワード
STATICを指定します。
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マップ・メソッドと順序付けメソッドマップ・メソッドと順序付けメソッドマップ・メソッドと順序付けメソッドマップ・メソッドと順序付けメソッド
CHARなどの SQLスカラー型の値には、事前定義済みの順序があり、これによって値を比較
できます。ただし、オブジェクト型のインスタンスには事前定義済みの順序はありません。
これらのインスタンスに順序を付けるために、SQLはユーザー定義のマップ・メソッドを
コールします。

SQLは、順序付けを使用して x > yなどのブール式を評価し、DISTINCT、GROUP BYおよ
び ORDER BYの各句に伴う比較を行います。マップ・メソッドは、それらすべてのオブジェ
クトの順序付けの中のオブジェクトの相対的な位置を戻します。 オブジェクト型はマップ・
メソッドを 1つのみ含むことができ、そのマップ・メソッドは、戻り型 DATE、NUMBERま
たは VARCHAR2の 1つを持ち、パラメータのないファンクションである必要があります。

また、2つのオブジェクトを比較する順序付けメソッドを持つ SQLを供給することもできま
す。 順序付けメソッドはすべて、2つのパラメータ、つまり組込みパラメータ SELFとそれ
と同じ型の別のオブジェクトのみを使用します。o1と o2のオブジェクトがある場合、o1 
> o2のような比較によって順序付けメソッドが自動的にコールされます。メソッドは、負
数、ゼロまたは正数を戻し、それぞれ SELFがもうひとつのパラメータと比較して小さい、
等しいまたは大きいことを示します。オブジェクト型は順序付けメソッドを 1つ含むことが
でき、その順序付けメソッドは数値結果を戻すファンクションです。 

マップ・メソッドまたは順序付けメソッドのいずれかを宣言できますが、両方を宣言するこ
とはできません。いずれかのメソッドを宣言すると、SQLと PL/SQLでオブジェクトを比
較できます。ただし、いずれのメソッドも宣言しない場合は、オブジェクトの比較は SQL
に限られ、かつ等価または非等価の比較のみに限られます（同じ型の 2つのオブジェクト
は、対応する属性の値が等しければ等価です）。

コンストラクタ・メソッドコンストラクタ・メソッドコンストラクタ・メソッドコンストラクタ・メソッド
オブジェクト型にはすべて、そのオブジェクト型と同じ名前を持つシステム定義のファンク
ションであるコンストラクタ・メソッド（略してコンストラクタと呼びます）があります。
コンストラクタは、オブジェクト型のインスタンスを初期化して戻します。 

Oracleでは、すべてのオブジェクト型のデフォルト・コンストラクタが生成されます。コン
ストラクタの仮パラメータは、オブジェクト型の属性と一致します。つまり、パラメータと
属性は同じ順序で宣言され、同じ名前とデータ型を持ちます。SQLではコンストラクタは暗
黙的にはコールされないため、明示的にコールする必要があります。コンストラクタ・コー
ルは、ファンクション・コールが使用できる場所で使用できます。 

注意注意注意注意 : Javaコンストラクタを SQLから起動するには、staticメソッドでコー
ルを SQLにラップし、対応するコール仕様をオブジェクト型の STATICメンバー
として宣言する必要があります。
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例例例例
この項の各例は、前の項の例に基づいています。まず、部門と従業員を表す 2つの SQLオ
ブジェクト型を作成します。最初に、オブジェクト型 Departmentの仕様部を次のように
記述します。仕様部では属性のみを宣言するため、本体は必要ありません。

CREATE TYPE Department AS OBJECT (
  deptno NUMBER(2),
  dname  VARCHAR2(14),
  loc    VARCHAR2(13)
);

次に、オブジェクト型 Employeeを次のように作成します。その最後の属性の deptnoに
は、REFである Department型のオブジェクトのハンドルが格納されています。refは、オ
ブジェクト表の中のオブジェクトの位置を示します。オブジェクト表は、オブジェクト型の
インスタンスを格納するデータベース表です。refは、メモリーにある特定のインスタンス
のコピーは指し示しません。refを宣言するには、データ型 REFと refの対象になるオブ
ジェクト型を指定します。

CREATE TYPE Employee AS OBJECT (
  empno    NUMBER(4),
  ename    VARCHAR2(10),
  job      VARCHAR2(9),
  mgr      NUMBER(4),
  hiredate DATE,
  sal      NUMBER(7,2),
  comm     NUMBER(7,2),
  deptno   REF Department
);

さらに、次のように、オブジェクト表を作成して Department型と Employee型のオブ
ジェクトを保持します。最初に、Department型のオブジェクトを保持するオブジェクト表
deptsを作成します。リレーショナル表 deptからデータを選択してコンストラクタに渡す
ことにより、オブジェクト表に移入します。コンストラクタは、オブジェクト型と同じ名前
を持つシステム定義のファンクションです。コンストラクタを使用して、オブジェクト型の
インスタンスを初期化して戻します。

CREATE TABLE depts OF Department AS
  SELECT Department(deptno, dname, loc) FROM dept;
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最後に、次のように、Employee型のオブジェクトを保持するオブジェクト表 empsを作成
します。オブジェクト表 empsの最後の列は、オブジェクト型 Employeeの最後の属性に対
応しており、Department型のオブジェクトへの参照を保持します。その列のために参照先
を取得するには、演算子 REFを使用します。REFは、オブジェクト表の行に対応付けられ
た表の別名を引数として取ります。

CREATE TABLE emps OF Employee AS
  SELECT Employee(e.empno, e.ename, e.job, e.mgr, e.hiredate, e.sal,
    e.comm, (SELECT REF(d) FROM depts d WHERE d.deptno = e.deptno))
    FROM emp e;

refを選択するとオブジェクトを処理するハンドルが戻されますが、オブジェクト自体が具
体化されることはありません。これを行うには、Oracleオブジェクト参照をサポートする
oracle.sql.REFクラスのメソッドを使用できます。このクラスは、oracle.sql.Datum
のサブクラスで、標準の JDBCインタフェース oracle.jdbc2.Refを拡張します。詳細
は、『Oracle8i  JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

oracle.sql.STRUCTクラスの使用クラスの使用クラスの使用クラスの使用
処理を続けるには、Javaストアド・プロシージャを次のように記述します。Paymasterク
ラスには、従業員の賃金を計算するメソッドが 1つあります。oracle.sql.STRUCTクラ
スで定義されている getAttributes()メソッドは、属性の型に対応するデフォルトの
JDBCマッピングを使用します。そのため、たとえば、NUMBERは BigDecimalにマッピン
グされます。

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
import oracle.oracore.*;
import oracle.jdbc2.*;
import java.math.*;

public class Paymaster {
  public static BigDecimal wages(STRUCT e)
    throws java.sql.SQLException {
    // Get the attributes of the Employee object.
    Object[] attribs = e.getAttributes();
    // Must use numeric indexes into the array of attributes.
    BigDecimal sal = (BigDecimal)(attribs[5]);  // [5] = sal
    BigDecimal comm = (BigDecimal)(attribs[6]); // [6] = comm
    BigDecimal pay = sal;
    if (comm != null) pay = pay.add(comm);
    return pay;
  }
}
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wagesメソッドは値を戻すため、そのファンクション・コール仕様を次のように記述しま
す。

CREATE OR REPLACE FUNCTION wages (e Employee) RETURN NUMBER AS
  LANGUAGE JAVA
  NAME 'Paymaster.wages(oracle.sql.STRUCT) return BigDecimal';

パッケージまたはオブジェクト型の内部で定義されていないため、これはトップレベルの
コール仕様です。

SQLDataインタフェースのインプリメントインタフェースのインプリメントインタフェースのインプリメントインタフェースのインプリメント
オブジェクトの属性にさらに自然な形でアクセスするために、SQLDataインタフェースを
インプリメントする Javaクラスを作成できます。 Javaクラスを作成するには、SQLDataイ
ンタフェースで readSQL()および writeSQL()メソッドを定義する必要があります。
JDBCドライバは readSQL()メソッドをコールしてデータベースの値のストリームを読み
込み、Javaクラスのインスタンスに移入します（詳細は、『Oracle8i  JDBC開発者ガイドお
よびリファレンス』を参照してください）。次の例では、Paymasterクラスを変更して、
raiseSal()という名前の別のメソッドを追加します。

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
import oracle.oracore.*;
import oracle.jdbc2.*;
import java.math.*;

public class Paymaster implements SQLData {
  // Implement the attributes and operations for this type.
  private BigDecimal empno;
  private String ename;
  private String job;
  private BigDecimal mgr;
  private Date hiredate;
  private BigDecimal sal;
  private BigDecimal comm;
  private Ref dept;
  
  public static BigDecimal wages(Paymaster e) {
    BigDecimal pay = e.sal;
    if (e.comm != null) pay = pay.add(e.comm);
    return pay;
  }
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  public static void raiseSal(Paymaster[] e, BigDecimal amount) {
    e[0].sal =               // IN OUT passes [0]
      e[0].sal.add(amount);  // increase salary by given amount
  }

  // Implement SQLData interface.

  private String sql_type;
  
  public String getSQLTypeName() throws SQLException {
    return sql_type;
  }
 
  public void readSQL(SQLInput stream, String typeName)
    throws SQLException {
    sql_type = typeName;
    empno = stream.readBigDecimal();
    ename = stream.readString();
    job = stream.readString();
    mgr = stream.readBigDecimal();
    hiredate = stream.readDate();
    sal = stream.readBigDecimal();
    comm = stream.readBigDecimal();
    dept = stream.readRef();
  }
 
  public void writeSQL(SQLOutput stream) throws SQLException {
    stream.writeBigDecimal(empno);
    stream.writeString(ename);
    stream.writeString(job);
    stream.writeBigDecimal(mgr);
    stream.writeDate(hiredate);
    stream.writeBigDecimal(sal);
    stream.writeBigDecimal(comm);
    stream.writeRef(dept);
  }
}

パラメータが oralce.sql.STRUCTから Paymasterに変更されたため、wagesメソッド
のコール仕様を次のように変更する必要があります。

CREATE OR REPLACE FUNCTION wages (e Employee) RETURN NUMBER AS
  LANGUAGE JAVA
  NAME 'Paymaster.wages(Paymaster) return BigDecimal';
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新しい raiseSalメソッドは voidメソッドであるため、そのプロシージャコール仕様を次
のように記述します。 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE raise_sal (e IN OUT Employee, r NUMBER)
  AS LANGUAGE JAVA 
  NAME 'Paymaster.raiseSal(Paymaster[], java.math.BigDecimal)';

再びトップレベルのコール仕様となります。

オブジェクト型メソッドのインプリメントオブジェクト型メソッドのインプリメントオブジェクト型メソッドのインプリメントオブジェクト型メソッドのインプリメント
後で、トップレベルのコール仕様 wagesおよび raise_salを削除し、それらを次のよう
にオブジェクト型 Employeeのメソッドとして再宣言する判断をします。オブジェクトの
コール仕様では、メソッドはすべて属性の後に宣言する必要があります。この仕様では属性
とコール仕様のみを宣言するため、オブジェクト型の本体は必要ありません。

CREATE TYPE Employee AS OBJECT (
  empno    NUMBER(4),
  ename    VARCHAR2(10),
  job      VARCHAR2(9),
  mgr      NUMBER(4),
  hiredate DATE,
  sal      NUMBER(7,2),
  comm     NUMBER(7,2),
  deptno   REF Department
  MEMBER FUNCTION wages RETURN NUMBER
    AS LANGUAGE JAVA
    NAME 'Paymaster.wages() return java.math.BigDecimal',
  MEMBER PROCEDURE raise_sal (r NUMBER)
    AS LANGUAGE JAVA 
    NAME 'Paymaster.raiseSal(java.math.BigDecimal)'
);

次に、Paymasterクラスを次のように変更します。SQLパラメータ SELFは直接 Javaパラ
メータ thisに対応しているため、SELFが IN OUTとして宣言されていても（プロシージャ
のデフォルト）、配列を raiseSalメソッドに渡す必要はありません。

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
import oracle.oracore.*;
import oracle.jdbc2.*;
import java.math.*;
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public class Paymaster implements SQLData {
  // Implement the attributes and operations for this type.
  private BigDecimal empno;
  private String ename;
  private String job;
  private BigDecimal mgr;
  private Date hiredate;
  private BigDecimal sal;
  private BigDecimal comm;
  private Ref dept;
  
  public BigDecimal wages() {
    BigDecimal pay = sal;
    if (comm != null) pay = pay.add(comm);
    return pay;
  }

  public void raiseSal(BigDecimal amount) {
    // For SELF/this, even when IN OUT, no array is needed.
    sal = sal.add(amount);
  }

  // Implement SQLData interface.

  String sql_type;
  
  public String getSQLTypeName() throws SQLException { 
    return sql_type; 
  }
 
  public void readSQL(SQLInput stream, String typeName)
    throws SQLException {
    sql_type = typeName;
    empno = stream.readBigDecimal();
    ename = stream.readString();
    job = stream.readString();
    mgr = stream.readBigDecimal();
    hiredate = stream.readDate();
    sal = stream.readBigDecimal();
    comm = stream.readBigDecimal();
    dept = stream.readRef();
  }
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  public void writeSQL(SQLOutput stream) throws SQLException {
    stream.writeBigDecimal(empno);
    stream.writeString(ename);
    stream.writeString(job);
    stream.writeBigDecimal(mgr);
    stream.writeDate(hiredate);
    stream.writeBigDecimal(sal);
    stream.writeBigDecimal(comm);
    stream.writeRef(dept);
  }
}
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ストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコール

Javaストアド・プロシージャをロードして公開した後、それをコールできます。この章で
は、様々なコンテキストで Javaストアド・プロシージャをコールする方法を紹介します。
トップレベルから、またデータベース・トリガー、SQLの DML文および PL/SQLブロック
からコールする方法について説明します。SQL例外を処理する方法についても説明します。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� トップレベルからの Javaのコール

� データベース・トリガーからの Javaのコール

� SQL DMLからの Javaのコール

� PL/SQLからの Javaのコール

� Javaからの PL/SQLのコール

� JVMによる例外の処理方法
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トップレベルからの Javaのコール
トップレベルからのトップレベルからのトップレベルからのトップレベルからの Javaのコールのコールのコールのコール
SQLの CALL文を使用すると、トップレベルで公開された Javaメソッドを、PL/SQLパッ
ケージまたは SQLオブジェクト型でコールできます。SQL*Plusでは、次の構文を使用して
CALL文を対話的に実行できます。

CALL [schema_name.][{package_name | object_type_name}][@dblink_name]
{  procedure_name ([param[, param]...])
 | function_name ([param[, param]...]) INTO :host_variable};

paramは次の構文を表します。

{literal | :host_variable}

ホスト変数（ホスト環境で宣言された変数）には接頭辞としてコロンを付ける必要がありま
す。次の例は、同一の CALL文でホスト変数を 2度使用することはできないこと、およびパ
ラメータのないサブプログラムは空のパラメータ・リストを使用してコールする必要がある
ことを示しています。

CALL swap(:x, :x);  -- illegal, duplicate host variables
CALL balance() INTO :current_balance;  -- () required

出力のリダイレクト出力のリダイレクト出力のリダイレクト出力のリダイレクト
サーバーにおけるデフォルトの出力デバイスは、ユーザーの画面ではなくトレース・ファイ
ルです。 このため、System.outおよび System.errは、現行のトレース・ファイルに出
力されます。 出力を SQL*Plusテキスト・バッファにリダイレクトするには、DBMS_JAVA
パッケージの set_output()プロシージャを次のようにコールします。

SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> CALL dbms_java.set_output(2000);

最小（デフォルト）バッファ・サイズは 2,000バイトで、最大サイズは 1,000,000バイトで
す。次の例では、バッファ・サイズを 5,000バイトに増やしています。

SQL> SET SERVEROUTPUT ON SIZE 5000
SQL> CALL dbms_java.set_output(5000);

ストアド・プロシージャの終了時に出力が行われます。

SQL*Plusの詳細は、『Oracle8i  SQL*Plusユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照
してください。
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例例例例 1
次の例では、mainメソッドはデータベース表の名前（'emp'など）とオプションで WHERE
句の条件（'sal > 1500'など）を受け取ります。条件を省略した場合、メソッドは表か
らすべての行を削除します。条件を指定すると、メソッドはその条件を満たす行のみを削除
します。

import java.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
 
public class Deleter {
  public static void main (String[] args) throws SQLException { 
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "DELETE FROM " + args[0];
    if (args.length > 1) sql += " WHERE " + args[1];
    try {
      Statement stmt = conn.createStatement();
      stmt.executeUpdate(sql);
      stmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}

mainメソッドは、1つまたは 2つの引数を取ることができます。通常、DEFAULT句は、
PL/SQLサブプログラムに渡す引数の数を変更するために使用します。ただし、この句は
コール仕様では使用できません。そのため、次のように 2つのパッケージ・プロシージャ
（トップレベルのプロシージャをオーバーロードすることはできません）をオーバーロード
する必要があります。

CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg AS
  PROCEDURE delete_rows (table_name VARCHAR2);
  PROCEDURE delete_rows (table_name VARCHAR2, condition VARCHAR2);
END;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg AS
  PROCEDURE delete_rows (table_name VARCHAR2)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'Deleter.main(java.lang.String[])';

  PROCEDURE delete_rows (table_name VARCHAR2, condition VARCHAR2) 
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'Deleter.main(java.lang.String[])';
END;
ストアド・プロシージャのコール 4-3



トップレベルからの Javaのコール
これで、delete_rowsプロシージャをコールする準備ができました。

SQL> CALL pkg.delete_rows('emp', 'sal > 1500');

Call completed.

SQL> SELECT ename, sal FROM emp;

ENAME          SAL
--------- --------
SMITH          800
WARD          1250
MARTIN        1250
TURNER        1500
ADAMS         1100
JAMES          950
MILLER        1300

7 rows selected.

例例例例 2
次の Javaクラスの実行可能プログラムが Oracleデータベースに格納されているとします。 

public class Fibonacci {
  public static int fib (int n) {
    if (n == 1 || n == 2)
      return 1;
    else 
      return fib(n - 1) + fib(n - 2);
  }
}

Fibonacciクラスには fibという名前のメソッドが 1つあり、このメソッドは n番目の
フィボナッチ数を戻します。 フィボナッチ数列（1、1、2、3、5、8、13、21、...）は最初は
ウサギのコロニーの成長をモデル化するために使用されたもので、再帰数列です。数列の各
項目（2番目より後）は、直前の 2つの項目を合計したものです。fibメソッドは値を戻す
ため、ファンクションとして公開します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION fib (n NUMBER) RETURN NUMBER
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'Fibonacci.fib(int) return int';
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トップレベルからの Javaのコール
次に、2つの SQL*Plusホスト変数を宣言し、最初の変数を初期化します。

SQL> VARIABLE n NUMBER
SQL> VARIABLE f NUMBER
SQL> EXECUTE :n := 7;

PL/SQL procedure successfully completed.

これで、fibファンクションをコールする準備ができました。CALL文では、ホスト変数に
接頭辞としてコロンを付ける必要があることに留意してください。

SQL> CALL fib(:n) INTO :f;

Call completed.

SQL> PRINT f

         F
----------
        13
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データベース・トリガーからの Javaのコール
データベース・トリガーからのデータベース・トリガーからのデータベース・トリガーからのデータベース・トリガーからの Javaのコールのコールのコールのコール
データベース・トリガーは、特定の表またはビューに対応付けられたストアド・プログラム
です。Oracleでは、トリガーを設定した表またはビューに DML操作を行うと、トリガーが
自動的に実行（起動）されます。 

トリガーは 3つの部分に分かれています。トリガー・イベント（DML操作）、トリガー制約
（オプション）およびトリガー・アクションです。イベントが発生すると、トリガーが起動
し、PL/SQLブロックまたは CALL文がアクションを実行します。トリガー・イベントの前
または後に、文トリガーが 1回起動されます。トリガー・イベントの影響を受けた各行に対
して、行トリガーが 1回起動されます。

データベース・トリガー内では、相関名 newおよび oldを使用して、変更行の新旧の値を
参照できます。トリガーアクション・ブロックまたは CALL文では、列名に :newまたは
:oldを接頭辞として付ける必要があります。 

データベース・トリガーを作成するには、SQLの CREATE TRIGGER文を使用します。 この
文の構文の説明は、『Oracle8i  SQLリファレンス』を参照してください。 データベース・ト
リガーの詳細は、『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。

例例例例 1
次の Javaクラスを使用して、一定以上給与が増加した人を記録するデータベース・トリ
ガーを作成するとします。

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class DBTrigger {
  public static void logSal (int empID, float oldSal, float newSal)
  throws SQLException {
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "INSERT INTO sal_audit VALUES (?, ?, ?)";
    try {
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setInt(1, empID);
      pstmt.setFloat(2, oldSal);
      pstmt.setFloat(3, newSal);
      pstmt.executeUpdate(); 
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}
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データベース・トリガーからの Javaのコール
DBTriggerクラスには、データベース表 sal_auditに行を挿入するメソッドが 1つあり
ます。logSalは voidメソッドであるため、プロシージャとして公開します。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE log_sal (
  emp_id NUMBER, old_sal NUMBER, new_sal NUMBER)
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'DBTrigger.logSal(int, float, float)';

次に、データベース表 sal_auditを次のように作成します。

CREATE TABLE sal_audit (
  empno  NUMBER, 
  oldsal NUMBER, 
  newsal NUMBER);

最後に、給与の増加が 20パーセントを超えたときに起動するデータベース・トリガーを作
成します。

CREATE OR REPLACE TRIGGER sal_trig
AFTER UPDATE OF sal ON emp
FOR EACH ROW
WHEN (new.sal > 1.2 * old.sal)
CALL log_sal(:new.empno, :old.sal, :new.sal);

次の UPDATE文を実行すると、emp表のすべての行が更新されます。トリガーの WHEN句の
条件を満たす各行に対してトリガーが起動し、Javaメソッドが sal_audit表に行を挿入し
ます。

SQL> UPDATE emp SET sal = sal + 300;

SQL> SELECT * FROM sal_audit;

     EMPNO     OLDSAL     NEWSAL
---------- ---------- ----------
      7369        800       1100
      7521       1250       1550
      7654       1250       1550
      7876       1100       1400
      7900        950       1250
      7934       1300       1600

6 rows selected.
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データベース・トリガーからの Javaのコール
例例例例 2
次のように定義されたデータベース・ビューに行を挿入するトリガーを作成するとします。

CREATE VIEW emps AS
  SELECT empno, ename, 'Sales' AS dname FROM sales
  UNION ALL
  SELECT empno, ename, 'Marketing' AS dname FROM mktg;

データベース表 salesおよび mktgは次のように定義されます。

CREATE TABLE sales (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(10));
CREATE TABLE mktg (empno NUMBER(4), ename VARCHAR2(10));

UNION ALLなどの集合演算子を使用するビューには行を挿入できないため、INSTEAD OFト
リガーを記述する必要があります。このトリガーを記述しないと、行はベース表に挿入され
ます。

最初に、次の Javaメソッドを DBTriggerクラス（前述の例で定義済）に追加します。

public static void addEmp (
  int empNo, String empName, String deptName)
throws SQLException {
  Connection conn =
    DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
  String tabName = (deptName.equals("Sales") ? "sales" : "mktg");
  String sql = "INSERT INTO " + tabName + " VALUES (?, ?)";
  try {
    PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
    pstmt.setInt(1, empNo);
    pstmt.setString(2, empName);
    pstmt.executeUpdate(); 
    pstmt.close();
  } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
}

addEmpメソッドは、パラメータ deptNameの値に応じて、sales表または mktg表に行を
挿入します。このメソッドのコール仕様は、次のように記述します。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_emp (
  emp_no NUMBER, emp_name VARCHAR2, dept_name VARCHAR2)
AS LANGUAGE JAVA 
NAME 'DBTrigger.addEmp(int, java.lang.String, java.lang.String)';
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データベース・トリガーからの Javaのコール
次に、INSTEAD OFトリガーを作成します。

CREATE OR REPLACE TRIGGER emps_trig 
INSTEAD OF INSERT ON emps
FOR EACH ROW
CALL add_emp(:new.empno, :new.ename, :new.dname);

次の各 INSERT文を実行すると、トリガーが起動して、Javaメソッドが適切なベース表に行
を挿入します。

SQL> INSERT INTO emps VALUES (8001, 'Chand', 'Sales');
SQL> INSERT INTO emps VALUES (8002, 'Van Horn', 'Sales');
SQL> INSERT INTO emps VALUES (8003, 'Waters', 'Sales');
SQL> INSERT INTO emps VALUES (8004, 'Bellock', 'Marketing');
SQL> INSERT INTO emps VALUES (8005, 'Perez', 'Marketing');
SQL> INSERT INTO emps VALUES (8006, 'Foucault', 'Marketing');

SQL> SELECT * FROM sales;

     EMPNO ENAME
---------- ----------
      8001 Chand
      8002 Van Horn
      8003 Waters

SQL> SELECT * FROM mktg;

     EMPNO ENAME
---------- ----------
      8004 Bellock
      8005 Perez
      8006 Foucault

SQL> SELECT * FROM emps;

     EMPNO ENAME      DNAME
---------- ---------- ---------
      8001 Chand      Sales
      8002 Van Horn   Sales
      8003 Waters     Sales
      8004 Bellock    Marketing
      8005 Perez      Marketing
      8006 Foucault   Marketing
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SQL DMLからの Javaのコール
 SQL DMLからのからのからのからの Javaのコールのコールのコールのコール
Javaメソッドをファンクションとして公開する場合は、SQLの SELECT、INSERT、
UPDATEおよび DELETEの各文からコールできます。 たとえば、次の Javaクラスの実行可能
プログラムが Oracleデータベースに格納されているとします。 

public class Formatter {
  public static String formatEmp (String empName, String jobTitle) {
    empName = empName.substring(0,1).toUpperCase() + 
      empName.substring(1).toLowerCase();
    jobTitle = jobTitle.toLowerCase();
    if (jobTitle.equals("analyst"))
      return (new String(empName + " is an exempt analyst"));
    else
      return (new String(empName + " is a non-exempt " + jobTitle));
  }
}

Formatterクラスには、formatEmpという名前のメソッドが 1つあります。このメソッド
は、従業員の名前と役職を含んだフォーマットされた文字列を戻します。最初に、このメ
ソッドのコール仕様を次のように記述します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION format_emp (ename VARCHAR2, job VARCHAR2)
  RETURN VARCHAR2 
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'Formatter.formatEmp (java.lang.String, java.lang.String)
  return java.lang.String';

次に、format_empファンクションをコールして従業員のリストをフォーマットします。

SQL> SELECT format_emp(ename, job) AS "Employees" FROM emp
  2    WHERE job NOT IN ('MANAGER', 'PRESIDENT') ORDER BY ename;

Employees
--------------------------------------------
Adams is a non-exempt clerk
Allen is a non-exempt salesman
Ford is an exempt analyst
James is a non-exempt clerk
Martin is a non-exempt salesman
Miller is a non-exempt clerk
Scott is an exempt analyst
Smith is a non-exempt clerk
Turner is a non-exempt salesman
Ward is a non-exempt salesman
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SQL DMLからの Javaのコール
制限事項制限事項制限事項制限事項
SQLの DML文からコール可能にするには、Javaメソッドは次の "純正 "規則に従う必要が
あります。これらの規則は、副次作用を制御することを意図しています。

� SELECT文またはパラレル化した INSERT、UPDATEまたは DELETEの各文からコールさ
れる場合、メソッドはデータベース表を変更できません。

� INSERT、UPDATEまたは DELETEの各文からコールされる場合、メソッドはその文で変
更されたデータベース表に対して問合せまたは変更できません。

� SELECT、INSERT、UPDATEまたは DELETEの各文からコールされる場合、メソッドは
SQLトランザクション制御文（COMMITなど）、セッション制御文（SET ROLEなど）ま
たはシステム制御文（ALTER SYSTEMなど）を実行できません。 また、DDL文の後には
自動コミットが続くため、メソッドは DDL文（CREATEなど）を実行できません。

メソッド内の SQL文が規則に違反した場合は、実行時（文の解析時）にエラーが発生しま
す。 
ストアド・プロシージャのコール 4-11



PL/SQLからの Javaのコール
PL/SQLからのからのからのからの Javaのコールのコールのコールのコール
どの PL/SQLブロック、サブプログラムまたはパッケージからでも、Javaストアド・プロ
シージャをコールできます。 たとえば、次の Javaクラスの実行可能プログラムが Oracle
データベースに格納されているとします。 

import java.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class Adjuster {
  public static void raiseSalary (int empNo, float percent)
  throws SQLException { 
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
    String sql = "UPDATE emp SET sal = sal * ? WHERE empno = ?";
    try {
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setFloat(1, (1 + percent / 100));
      pstmt.setInt(2, empNo);
      pstmt.executeUpdate();
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}

Adjusterクラスには、指定した割合で従業員の給与を上げるメソッドが 1つあります。
raiseSalaryは voidメソッドであるため、これを次のようにプロシージャとして公開し
ます。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE raise_salary (empno NUMBER, pct NUMBER)
AS LANGUAGE JAVA
NAME 'Adjuster.raiseSalary(int, float)';

次の例では、無名 PL/SQLブロックから raise_salaryプロシージャをコールします。

DECLARE
   emp_id  NUMBER;
   percent NUMBER;
BEGIN
   -- get values for emp_id and percent
   raise_salary(emp_id, percent);
   ...
END;
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PL/SQLからの Javaのコール
次の例では、スタンドアロン PL/SQLストアド・プロシージャから row_countファンク
ション（3-12ページの「例 3」で定義済）をコールします。

CREATE PROCEDURE calc_bonus (emp_id NUMBER, bonus OUT NUMBER) AS
  emp_count NUMBER;
  ...
BEGIN
  emp_count := row_count('emp');
  ...
END;

最後の例では、無名 PL/SQLブロックからオブジェクト型 Employee（3-24ページの「オ
ブジェクト型メソッドのインプリメント」で定義済）の raise_salメソッドをコールしま
す。

DECLARE
  emp_id NUMBER(4);
  v emp_type;
BEGIN
  -- assign a value to emp_id
  SELECT VALUE(e) INTO v FROM emps e WHERE empno = emp_id;
  v.raise_sal(500);
  UPDATE emps e SET e = v WHERE empno = emp_id;
  ...
END;
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Javaからの PL/SQLのコール
Javaからのからのからのからの PL/SQLのコールのコールのコールのコール
JDBCと SQLJを使用すると、PL/SQLストアド・ファンクションおよびプロシージャを
コールできます。たとえば、指定した銀行口座の残高を戻す、次のストアド・ファンクショ
ンをコールするとします。 

FUNCTION balance (acct_id NUMBER) RETURN NUMBER IS
  acct_bal NUMBER;
BEGIN
  SELECT bal INTO acct_bal FROM accts
    WHERE acct_no = acct_id;
  RETURN acct_bal;
END;

JDBCプログラムでは、balanceファンクションのコールは次のようになります。

CallableStatement cstmt = conn.prepareCall("{? = CALL balance(?)}");
cstmt.registerOutParameter(1, Types.FLOAT);
cstmt.setInt(2, acctNo);
cstmt.executeUpdate();
float acctBal = cstmt.getFloat(1);

SQLJプログラムでは、コールは次のようになります。

#sql acctBal = {VALUES(balance(:IN acctNo))};

JDBCの詳細は、『Oracle8i  JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。 
SQLJの詳細は、『Oracle8i  SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
4-14 Oracle8i  Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド



JVMによる例外の処理方法
JVMによる例外の処理方法による例外の処理方法による例外の処理方法による例外の処理方法
Java例外はオブジェクトであるため、クラスを型として持っています。 他の Javaクラスと同
様に、例外クラスには命名と継承の階層があります。したがって、サブクラスの例外をスー
パークラスの例外のかわりに使用できます。 

Java例外オブジェクトはすべて toString()メソッドをサポートしています。このメソッ
ドは、例外クラスとエラー・メッセージを連結した完全修飾名を戻します。通常、この文字
列には、例外条件のデータ依存情報が含まれています。一般的に、例外を構成するコード
は、この文字列を例外に対応付けます。

Javaストアド・プロシージャが SQL文を実行するとき、生成された例外はすべて、そのプ
ロシージャに対して java.sql.SQLExceptionのサブクラスとしてインスタンス化されま
す。このクラスには、getErrorCode()および getMessage()メソッドがあり、これらの
メソッドはそれぞれ Oracleエラー・コードおよびエラー・メッセージを戻します。

SQLまたは PL/SQLからコールされたストアド・プロシージャが Javaで catchされない例
外を生成した場合、コール側は次のエラー・メッセージを受け取ります。

ORA-29532 不明なJava例外でJavaコールが終了しました: string（stringには文字列が入ります）

このようにして、catchされない例外は（SQL以外の例外を含めて）すべてレポートされま
す。
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アプリケーションの
5

アプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発

この章では、Javaストアド・プロシージャ・アプリケーションの作成方法について説明しま
す。ここでは、簡単なビジネス活動として 顧客の発注書管理を例に挙げます。独自のアプリ
ケーションの作成に必要な技術を、設計から実装まで順に説明していきます。

主な項目主な項目主な項目主な項目
� エンティティ・リレーションシップ図の描画

� データベース・スキーマの計画

� データベース表の作成

� Javaクラスの記述

� Javaクラスのロード

� Javaクラスの公開

� Javaストアド・プロシージャのコール
開発 5-1



エンティティ・リレーションシップ図の描画
エンティティ・リレーションシップ図の描画エンティティ・リレーションシップ図の描画エンティティ・リレーションシップ図の描画エンティティ・リレーションシップ図の描画
顧客の発注書管理用の簡単なシステムを開発します。最初に、関連するビジネス・エンティ
ティとそのリレーションシップを把握する必要があります。図 5-1の規則と例に従って、エ
ンティティ・リレーションシップ図（E-R）を描画します。 

図図図図 5-1  E-R図の描画規則図の描画規則図の描画規則図の描画規則

記号:

エンティティ･タイプ�

属性�

エンティティ間の�
リレーションシップ�
1対1の結合�

1対多の結合�

部分的なオプションの結合�

すべてのオプションの結合�

包含的相互結合�

排他的相互結合�

例:

A

1つのAと1つのBの結合:

B

1つのAと1つ以上のBの結合:

A B

1つ以上のAと1つ以上のBの結合:

B

1つのAと1つ以下のBの結合:

BA

A

1つのAと0以上のBの結合:

A B

1つのAと1つずつのBとCの結合:

1つのAと1つのBまたは1つのCの結合:

A

A

B

C

B

C

多対多の結合�

定義:

エンティティ: 収集、格納および�
メンテナンスするデータの情報�

属性: エンティティの特性�
リレーションシップ: エンティティ間の�
結合�

エンティティ・タイプ: 同じ属性のセット�
を含むエンティティのクラス�

レコード: エンティティ･タイプの�
インスタンスを記述する、順序付けられた�
属性の値�
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エンティティ・リレーションシップ図の描画
図 5-2で示すように、この例の基本エンティティは、顧客、発注書、明細項目および在庫品
目です。

図図図図 5-2  発注書アプリケーションの発注書アプリケーションの発注書アプリケーションの発注書アプリケーションの E-R図図図図
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エンティティ・リレーションシップ図の描画
顧客は、発注書と 1対多のリレーションシップがあります。これは、1つの顧客には複数の
注文を割り当てることができますが、1つの発注書には複数の顧客を割り当てることができ
ないためです。注文に顧客が割り当てられないことがあるため、リレーションシップはオプ
ションです（以前に顧客として定義されたことがないユーザーが割り当てられることがあり
ます）。

発注書は、在庫品目と多対多のリレーションシップがあります。これは、1つの発注書から
は複数の在庫品目を参照でき、1つの在庫品目からも複数の発注書を参照できるためです。
ただし、発注書と在庫品目の参照関係はわかりません。

この場合、明細項目の概念が必要です。発注書は、明細項目と 1対多のリレーションシップ
があります。これは、1つの発注書には複数の明細項目のリストを作成できますが、1つの
明細項目には複数の発注書のリストを作成できないためです。

明細項目は、在庫品目と多対 1のリレーションシップがあります。1つの明細項目からは複
数の在庫品目を参照できませんが、複数の明細項目からは 1つの在庫品目を参照できるため
です。明細項目から参照されない在庫品目が発生することがあるため、リレーションシップ
はオプションです。 
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データベース・スキーマの計画
データベース・スキーマの計画データベース・スキーマの計画データベース・スキーマの計画データベース・スキーマの計画
次に、スキーマ計画を作成する必要があります。作成するには、E-R図を次のデータベース
表に分解します。

� Customers

� Orders

� LineItems

� StockItems

たとえば、顧客属性を Customers表の列に割り当てます。

5-6ページの図 5-3は、表間のリレーションシップ図です。E-R図では、明細項目に対して、
発注書および在庫品目とのリレーションシップがありました。スキーマ計画では、主キーお
よび外部キーを使用して、明細項目、発注書および在庫品目のリレーションシップを設定し
ます。

主キーとは、表の各行を一意に識別する値が設定された列（または列の組合せ）のことで
す。外部キーとは、他の表の主キーと一致する値が設定された列（または列の組合せ）のこ
とです。たとえば、LineItems表の PONo列は、Orders表の主キーと一致する外部キー
です。LineItems.PONo列の各発注書番号は、Orders.PONo列にも存在する必要があり
ます。
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図図図図 5-3  発注書アプリケーションのスキーマ計画発注書アプリケーションのスキーマ計画発注書アプリケーションのスキーマ計画発注書アプリケーションのスキーマ計画
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データベース表の作成
データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成
次に、スキーマ計画に必要なデータベース表を作成します。次のように、Customers表の
定義から開始します。

CREATE TABLE Customers (
  CustNo   NUMBER(3) NOT NULL,
  CustName VARCHAR2(30) NOT NULL,
  Street   VARCHAR2(20) NOT NULL,
  City     VARCHAR2(20) NOT NULL,
  State    CHAR(2) NOT NULL,
  Zip      VARCHAR2(10) NOT NULL,
  Phone    VARCHAR2(12),
  PRIMARY KEY (CustNo)
);

Customers表には、顧客のすべての情報が格納されます。必須情報は、NOT NULLとして
定義します。たとえば、各顧客には出荷先の住所が必要です。ただし、Customers表では、
顧客とその発注書間のリレーションシップは管理していません。つまり、そのリレーション
シップは、次のように定義した Orders表を使用して管理する必要があります。

CREATE TABLE Orders (
  PONo      NUMBER(5),
  Custno    NUMBER(3) REFERENCES Customers,
  OrderDate DATE,
  ShipDate  DATE,
  ToStreet  VARCHAR2(20),
  ToCity    VARCHAR2(20),
  ToState   CHAR(2),
  ToZip     VARCHAR2(10),
  PRIMARY KEY (PONo)
);

図 5-2の E-R図では、明細項目に対して、発注書および在庫品目とのリレーションシップが
ありました。LineItems表では、外部キーを使用して明細項目、発注書および在庫品目の
リレーションシップを管理します。たとえば、LineItems表の外部キー（FK）StockNo
列から、StockItems表の主キー（PK）StockNo列を参照する場合は、次のように定義し
ます。

CREATE TABLE StockItems (
  StockNo     NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  Description VARCHAR2(20),
  Price       NUMBER(6,2))
);
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Orders表では、FKの CustNo列を使用して顧客と発注書間のリレーションシップを管理
します。FK列からは、Customers表の PKの CustNo列を参照しています。ただし、
Orders表では、発注書とその明細品目間のリレーションシップを管理していません。つま
り、そのリレーションシップは、次のように定義した LineItems表を使用して管理する必
要があります。

CREATE TABLE LineItems (
  LineNo    NUMBER(2),
  PONo      NUMBER(5) REFERENCES Orders,
  StockNo   NUMBER(4) REFERENCES StockItems,
  Quantity  NUMBER(2),
  Discount  NUMBER(4,2),
  PRIMARY KEY (LineNo, PONo)
);
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Javaクラスの記述
Javaクラスの記述クラスの記述クラスの記述クラスの記述
次に、発注書システムに必要な操作を決定し、適切な Javaメソッドを記述します。前の項
で定義した表に基づく簡単なシステムでは、顧客の登録、在庫の保管、注文の入力などのメ
ソッドが必要です。Javaクラス POManagerに対して、これらのメソッドを次のようにイン
プリメントします。

import java.sql.*;
import java.io.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class POManager {
  public static void addCustomer (int custNo, String custName,
    String street, String city, String state, String zipCode,
    String phoneNo) throws SQLException {
      String sql = "INSERT INTO Customers VALUES (?,?,?,?,?,?,?)";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, custNo);
        pstmt.setString(2, custName);
        pstmt.setString(3, street);
        pstmt.setString(4, city);
        pstmt.setString(5, state);
        pstmt.setString(6, zipCode);
        pstmt.setString(7, phoneNo);
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
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Javaクラスの記述
  public static void addStockItem (int stockNo, String description,
    float price) throws SQLException {
      String sql = "INSERT INTO StockItems VALUES (?,?,?)";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, stockNo);
        pstmt.setString(2, description);
        pstmt.setFloat(3, price);
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }

  public static void enterOrder (int orderNo, int custNo,
    String orderDate, String shipDate, String toStreet,
    String toCity, String toState, String toZipCode)
    throws SQLException {
      String sql = "INSERT INTO Orders VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, orderNo);
        pstmt.setInt(2, custNo);
        pstmt.setString(3, orderDate);
        pstmt.setString(4, shipDate);
        pstmt.setString(5, toStreet);
        pstmt.setString(6, toCity);
        pstmt.setString(7, toState);
        pstmt.setString(8, toZipCode);
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
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  public static void addLineItem (int lineNo, int orderNo,
    int stockNo, int quantity, float discount) throws SQLException {
      String sql = "INSERT INTO LineItems VALUES (?,?,?,?,?)";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, lineNo);
        pstmt.setInt(2, orderNo);
        pstmt.setInt(3, stockNo);
        pstmt.setInt(4, quantity);
        pstmt.setFloat(5, discount);
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }

  public static void totalOrders () throws SQLException {
    String sql = 
      "SELECT O.PONo, ROUND(SUM(S.Price * L.Quantity)) AS TOTAL " +
      "FROM Orders O, LineItems L, StockItems S " +
      "WHERE O.PONo = L.PONo AND L.StockNo = S.StockNo " +
      "GROUP BY O.PONo";
    try {
      Connection conn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet rset = pstmt.executeQuery();
      printResults(rset);
      rset.close();
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
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  static void printResults (ResultSet rset) throws SQLException {
    String buffer = "";
    try {
      ResultSetMetaData meta = rset.getMetaData();
      int cols = meta.getColumnCount(), rows = 0;
      for (int i = 1; i <= cols; i++) {
        int size = meta.getPrecision(i);
        String label = meta.getColumnLabel(i);
        if (label.length() > size) size = label.length();
        while (label.length() < size) label += " ";
        buffer = buffer + label + "  ";
      }
      buffer = buffer + "¥n";
      while (rset.next()) {
        rows++;
        for (int i = 1; i <= cols; i++) {
          int size = meta.getPrecision(i);
          String label = meta.getColumnLabel(i);
          String value = rset.getString(i);
          if (label.length() > size) size = label.length();
          while (value.length() < size) value += " ";
          buffer = buffer + value + "  ";
        }
        buffer = buffer + "¥n";
      }
      if (rows == 0) buffer = "No data found!¥n";
      System.out.println(buffer);
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
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  public static void checkStockItem (int stockNo)
    throws SQLException {
      String sql = "SELECT O.PONo, O.CustNo, L.StockNo, " + 
        "L.LineNo, L.Quantity, L.Discount " +
        "FROM Orders O, LineItems L " +
        "WHERE O.PONo = L.PONo AND L.StockNo = ?";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, stockNo);
        ResultSet rset = pstmt.executeQuery();
        printResults(rset);
        rset.close();
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }

  public static void changeQuantity (int newQty, int orderNo,
    int stockNo) throws SQLException {
      String sql = "UPDATE LineItems SET Quantity = ? " +
        "WHERE PONo = ? AND StockNo = ?";
      try {
        Connection conn =
          DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, newQty);
        pstmt.setInt(2, orderNo);
        pstmt.setInt(3, stockNo);
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close();
      } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
アプリケーションの開発 5-13



Javaクラスの記述
  public static void deleteOrder (int orderNo) throws SQLException {
    String sql = "DELETE FROM LineItems WHERE PONo = ?";
    try {
      Connection conn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
      PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setInt(1, orderNo);
      pstmt.executeUpdate(); 
      sql = "DELETE FROM Orders WHERE PONo = ?";
      pstmt = conn.prepareStatement(sql);
      pstmt.setInt(1, orderNo);
      pstmt.executeUpdate(); 
      pstmt.close();
    } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}
  }
}
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Javaクラスのロード
Javaクラスのロードクラスのロードクラスのロードクラスのロード
次に、コマンドライン・ユーティリティ loadjavaを使用して、次の方法で Javaストア
ド・プロシージャを Oracleデータベースにアップロードします。

> loadjava -u scott/tiger@myPC:1521:orcl -v -r -t POManager.java
initialization complete
loading  : POManager
creating : POManager
resolver : resolver ( ("*" scott) ("*" public) ("*" -))
resolving: POManager

-vオプションを指定すると、冗長モード（進行状況のメッセージ表示）になります。-rオ
プションを指定すると、アップロードした Javaソース・ファイルがコンパイルされ、その
クラスの外部参照が解決されます。また、-tオプションを指定すると、loadjavaは、ク
ライアント側の JDBC Thinドライバを使用してデータベースに接続します。
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Javaクラスの公開クラスの公開クラスの公開クラスの公開
次に、Javaストアド・プロシージャを Oracleデータ・ディクショナリに公開する必要があ
ります。公開するには、コール仕様を記述します。コール仕様により、Javaメソッド名、パ
ラメータ型および戻り型が、対応する SQLにマップされます。

Javaクラス POManagerのメソッドは論理的に関連付けられているため、PL/SQLパッケー
ジ内でコール仕様をグループ化できます。最初に、次のようにしてパッケージ仕様部を作成
します。

CREATE OR REPLACE PACKAGE po_mgr AS
  PROCEDURE add_customer (cust_no NUMBER, cust_name VARCHAR2,
    street VARCHAR2, city VARCHAR2, state CHAR, zip_code VARCHAR2,
    phone_no VARCHAR2);
  PROCEDURE add_stock_item (stock_no NUMBER, description VARCHAR2,
    price NUMBER);
  PROCEDURE enter_order (order_no NUMBER, cust_no NUMBER,
    order_date VARCHAR2, ship_date VARCHAR2, to_street VARCHAR2,
    to_city VARCHAR2, to_state CHAR, to_zip_code VARCHAR2);
  PROCEDURE add_line_item (line_no NUMBER, order_no NUMBER,
    stock_no NUMBER, quantity NUMBER, discount NUMBER);
  PROCEDURE total_orders;
  PROCEDURE check_stock_item (stock_no NUMBER);
  PROCEDURE change_quantity (new_qty NUMBER, order_no NUMBER,
    stock_no NUMBER);
  PROCEDURE delete_order (order_no NUMBER);
END po_mgr;

次に、Javaメソッドのコール仕様を記述してパッケージ本体を作成します。

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY po_mgr AS
  PROCEDURE add_customer (cust_no NUMBER, cust_name VARCHAR2,
    street VARCHAR2, city VARCHAR2, state CHAR, zip_code VARCHAR2,
    phone_no VARCHAR2) AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.addCustomer(int, java.lang.String,
    java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String,
    java.lang.String, java.lang.String)';

  PROCEDURE add_stock_item (stock_no NUMBER, description VARCHAR2,
    price NUMBER) AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.addStockItem(int, java.lang.String, float)';
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  PROCEDURE enter_order (order_no NUMBER, cust_no NUMBER,
    order_date VARCHAR2, ship_date VARCHAR2, to_street VARCHAR2,
    to_city VARCHAR2, to_state CHAR, to_zip_code VARCHAR2)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.enterOrder(int, int, java.lang.String,
    java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String,
    java.lang.String, java.lang.String)';

  PROCEDURE add_line_item (line_no NUMBER, order_no NUMBER,
    stock_no NUMBER, quantity NUMBER, discount NUMBER)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.addLineItem(int, int, int, int, float)';

  PROCEDURE total_orders
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.totalOrders()';

  PROCEDURE check_stock_item (stock_no NUMBER)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.checkStockItem(int)';

  PROCEDURE change_quantity (new_qty NUMBER, order_no NUMBER,
    stock_no NUMBER) AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.changeQuantity(int, int, int)';

  PROCEDURE delete_order (order_no NUMBER)
  AS LANGUAGE JAVA
  NAME 'POManager.deleteOrder(int)';
END po_mgr;
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Javaストアド・プロシージャのコール
Javaストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコール
トップレベルからも、データベース・トリガー、SQL の DML文および PL/SQLブロックか
らも Javaストアド・プロシージャをコールできるようになりました。po_mgrパッケージ内
のストアド・プロシージャを参照するには、ドット表記法を使用する必要があります。

無名 PL/SQLブロックからは、次のように在庫を保管し、新しい発注書を開始します。 

BEGIN
  po_mgr.add_stock_item(2010, 'camshaft', 245.00);
  po_mgr.add_stock_item(2011, 'connecting rod', 122.50);
  po_mgr.add_stock_item(2012, 'crankshaft', 388.25);
  po_mgr.add_stock_item(2013, 'cylinder head', 201.75);
  po_mgr.add_stock_item(2014, 'cylinder sleeve', 73.50);
  po_mgr.add_stock_item(2015, 'engine bearning', 43.85);
  po_mgr.add_stock_item(2016, 'flywheel', 155.00);
  po_mgr.add_stock_item(2017, 'freeze plug', 17.95);
  po_mgr.add_stock_item(2018, 'head gasket', 36.75);
  po_mgr.add_stock_item(2019, 'lifter', 96.25);
  po_mgr.add_stock_item(2020, 'oil pump', 207.95);
  po_mgr.add_stock_item(2021, 'piston', 137.75);
  po_mgr.add_stock_item(2022, 'piston ring', 21.35);
  po_mgr.add_stock_item(2023, 'pushrod', 110.00);
  po_mgr.add_stock_item(2024, 'rocker arm', 186.50);
  po_mgr.add_stock_item(2025, 'valve', 68.50);
  po_mgr.add_stock_item(2026, 'valve spring', 13.25);
  po_mgr.add_stock_item(2027, 'water pump', 144.50);
  COMMIT;
END;

次に、顧客を登録します。

BEGIN
  po_mgr.add_customer(101, 'A-1 Automotive', '4490 Stevens Blvd',
    'San Jose', 'CA', '95129', '408-555-1212');
  po_mgr.add_customer(102, 'AutoQuest', '2032 America Ave',
    'Hayward', 'CA', '94545', '510-555-1212');
  po_mgr.add_customer(103, 'Bell Auto Supply', '305 Cheyenne Ave',
    'Richardson', 'TX', '75080', '972-555-1212');
  po_mgr.add_customer(104, 'CarTech Auto Parts', '910 LBJ Freeway',
    'Dallas', 'TX', '75234', '214-555-1212');
  COMMIT;
END;
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次に、様々な顧客によって割り当てられた発注書を入力します。

BEGIN
  po_mgr.enter_order(30501, 103, to_date('14-SEP-1998','dd-mon-yyyy'),
 　 to_date('21-SEP-1998','dd-mon-yyyy'),
    '305 Cheyenne Ave', 'Richardson', 'TX', '75080');
  po_mgr.add_line_item(01, 30501, 2011, 5, 0.02);
  po_mgr.add_line_item(02, 30501, 2018, 25, 0.10);
  po_mgr.add_line_item(03, 30501, 2026, 10, 0.05);

  po_mgr.enter_order(30502, 102, to_date('15-SEP-1998','dd-mon-yyyy'), 
 　　to_date('22-SEP-1998','dd-mon-yyyy'),
    '2032 America Ave', 'Hayward', 'CA', '94545');
  po_mgr.add_line_item(01, 30502, 2013, 1, 0.00);
  po_mgr.add_line_item(02, 30502, 2014, 1, 0.00);

  po_mgr.enter_order(30503, 104, to_date('15-SEP-1998','dd-mon-yyyy'), 
　　 to_date('23-SEP-1998','dd-mon-yyyy'),
    '910 LBJ Freeway', 'Dallas', 'TX', '75234');
  po_mgr.add_line_item(01, 30503, 2020, 5, 0.02);
  po_mgr.add_line_item(02, 30503, 2027, 5, 0.02);
  po_mgr.add_line_item(03, 30503, 2021, 15, 0.05);
  po_mgr.add_line_item(04, 30503, 2022, 15, 0.05);

  po_mgr.enter_order(30504, 101, to_date('16-SEP-1998','dd-mon-yyyy'), 
　　 to_date('23-SEP-1998','dd-mon-yyyy'),
    '4490 Stevens Blvd', 'San Jose', 'CA', '95129');
  po_mgr.add_line_item(01, 30504, 2025, 20, 0.10);
  po_mgr.add_line_item(02, 30504, 2026, 20, 0.10);
  COMMIT;
END;

最後に、出力を SQL*Plusテキスト・バッファにリダイレクトした後、SQL*Plus内で、次の
ように Javaメソッド totalOrdersをコールします。

SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> CALL dbms_java.set_output(2000);
...
SQL> CALL po_mgr.total_orders();
PONO   TOTAL
30501  1664
30502  275
30503  4149
30504  1635

Call completed.
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