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はじめにはじめにはじめにはじめに

Oracleコール・インタフェース（Oracle Call Interface: OCI）は、アプリケーション・プロ
グラミング・インタフェース（Application Programming Interface: API）です。このインタ
フェースを使用すると、C言語で作成したアプリケーションで 1つ以上の Oracle Serverと
交信できます。 OCIでは、SQL文の処理およびオブジェクト操作など、Oracleデータベー
ス・サーバーに用意されているデータベース機能をプログラムで最大限に活用することがで
きます。

ここでは、次の項目について説明します。

� このマニュアルの目的

� このマニュアルの対象

� その他の OCI関連マニュアル

� このマニュアルの使用方法

� このマニュアルの構成

� このマニュアルの表記規則
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このマニュアルの目的このマニュアルの目的このマニュアルの目的このマニュアルの目的
このマニュアルでは、OCIを利用したアプリケーション開発の基本について詳しく説明しま
す。 次の内容で構成されています。

� OCIの概要

� OCIアプリケーションの構造

� サーバーと OCIアプリケーション変数間のデータ変換

� オブジェクトへのナビゲーショナル・アクセス、型管理、およびデータ型のマッピング
と操作を行うオブジェクト関数

� 各 OCIファンクション・コールの説明、およびその構文情報とパラメータ説明

� OCIハンドル属性のリスト

� Oracleインストールに含まれている重要な OCIサンプル・プログラムのリスト

� 多くの OCIコールで必要なサーバー・ラウンドトリップ

このマニュアルの対象このマニュアルの対象このマニュアルの対象このマニュアルの対象
『Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』は、Oracle環境で実行する
ための新規アプリケーションの開発または既存のアプリケーションの変換を行うプログラマ
のためのマニュアルです。 OCIについて包括的に説明しているので、システム・アナリスト
やプロジェクト・マネージャをはじめ、データベース・アプリケーションの開発に関心のあ
る他のユーザーにも役に立ちます。

このマニュアルを効果的に活用するには、Cによるアプリケーション・プログラミングに関
する実践知識、および SQLリレーショナル・データベース言語の知識が必要です。さらに、
このマニュアルの一部の章では、オブジェクト指向プログラミングの基本概念の知識が必要
です。

� SQLの詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』および『Oracle8i管理者ガイド』を参照
してください。 

� Oracle基本概念の詳細は、『Oracle8i概要』を参照してください。
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その他のその他のその他のその他の OCI関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル
『Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』では、Oracle8i および

Oracle8i Enterprise Edition製品に組み込まれている OCIコールの機能および機能性につい
ての詳細は説明していません。 その他の詳細情報は以下を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  

� カートリッジ・サービスおよびデータ・カートリッジの開発に関連する OCIコールの詳
細は、『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照してください。

� 各国語対応に関連する OCIコールの詳細は、『Oracle8i NLS ガイド』を参照してくださ
い。

� アドバンスト・キューイングに関連する OCIコールの詳細は、『Oracle8iアプリケー
ション開発者ガイド アドバンスト・キューイング』を参照してください。

� XAライブラリで OCIを使用する場合の詳細は、 『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。

� OCIコールを使用した LOBの操作の詳細は、 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 
ラージ・オブジェクト』を参照してください。

� OCIに関してよくある質問とその答え（FAQ）およびチュートリアルのリストは、Web
サイト http://technet.oracle.comを参照してください。

このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法
『Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』では、OCIを初めて取り扱
うプログラマ、および OCI旧バージョンに携わった経験があるプログラマを対象に、OCI
の概要が説明されています。

第Ⅰ部第Ⅰ部第Ⅰ部第Ⅰ部

第Ⅰ部（第 1章～第 9章）では、OCIを使用してプログラミングし、Oracleデータベースの
リレーショナル・データにアクセスできるスケーラブルなアプリケーション・ソリューショ
ンの作成方法の概念を説明します。ここでは、OCIプログラミングの基本、および第Ⅱ部で
説明するオブジェクト・リレーショナル機能を理解するための基礎についても解説します。

第Ⅱ部第Ⅱ部第Ⅱ部第Ⅱ部

第Ⅱ部（第 10章～第 14章）では、OCIを使用してオブジェクト・リレーショナル・データ
にアクセスするための OCI機能について説明します。 第Ⅱ部の各章では、Oracleサーバーを
介したオブジェクトの取出しおよび操作の方法を解説します。
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第Ⅲ部第Ⅲ部第Ⅲ部第Ⅲ部

第Ⅲ部（第 15章～第 18章）では、 Oracle OCIライブラリ内にある OCIファンクション・
コールの一覧を表示しています。 

第Ⅳ部第Ⅳ部第Ⅳ部第Ⅳ部

第Ⅳ部（付録 A～付録 C）では、OCIプログラミングについて参照できる追加情報を示して
います。

このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方このマニュアルの読み方
OCIには拡張機能が多いため、初心者のみでなく、すでに経験のあるユーザーの方も第Ⅰ部
の概念的な説明をお読みください。

OCIのカレント・バージョンに精通している方およびオブジェクト機能に興味のある方は、
第 I部は軽く目を通して、第Ⅱ部から読み始めることも可能です。

OCI関数の構文やハンドル属性の説明などの参照情報は、第Ⅲ部と第Ⅳ部を参照してくださ
い。
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このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
『Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』は 4部で構成されています。
各章および付録の内容は、次のとおりです。

第Ⅰ部第Ⅰ部第Ⅰ部第Ⅰ部 : OCIリレーショナル・アプリケーションリレーショナル・アプリケーションリレーショナル・アプリケーションリレーショナル・アプリケーション

第第第第 1章「概要、新機能およびアップグレード」章「概要、新機能およびアップグレード」章「概要、新機能およびアップグレード」章「概要、新機能およびアップグレード」
この章では、Oracleコール・インタフェースの概要を説明し、このインタフェースを説明す
る上での特別な用語や表記上の規則を示します。 今回のリリースから新たに追加された機能
についても説明します。

第第第第 2章「章「章「章「OCIプログラミングの基本」プログラミングの基本」プログラミングの基本」プログラミングの基本」
この章では、OCIプログラムを開発する上で必要な基本概念について説明します。OCIプロ
グラムに組み込む必要のある必須のステップと、エラー・メッセージを取り出して解読する
方法について説明します。

第第第第 3章「データ型」章「データ型」章「データ型」章「データ型」
OCIインタフェースを利用する際には、Oracleの表とホスト・プログラムの変数の間でデー
タが変換される仕組みを理解する必要があります。この章では、Oracle内部と外部のデータ
型、およびデータ変換について説明します。

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

第第第第 5章「バインドと定義」章「バインドと定義」章「バインドと定義」章「バインドと定義」
この章では、OCIバインド操作および定義操作について詳しく説明します。さらに、拡張バ
インド操作および拡張定義操作についても説明します。

第第第第 6章「スキーマ・メタデータの記述」章「スキーマ・メタデータの記述」章「スキーマ・メタデータの記述」章「スキーマ・メタデータの記述」
この章では、OCIDescribeAny()コールを使用して、スキーマ・オブジェクトとそれに対応す
る要素の情報を取得する方法を説明します。

第第第第 7章「章「章「章「LOBおよびおよびおよびおよび FILE操作操作操作操作」」」」
この章では、LOBデータ型、FILEデータ型およびテンポラリ LOBデータ型に対する OCI
サポートについて説明します。

第第第第 8章「章「章「章「スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理スケーラブルなプラットフォームの管理」」」」
この章では、パスワード管理、セッション管理およびスレッド・セーフティについて説明し
ます。
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第第第第 9章「章「章「章「OCIプログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用」」」」
この章では、ユーザーのコールバック、公開サブスクライブの通知、ダイレクト・パス・
ロードその他の機能性など、より高度な OCIプログラミングのトピックについて説明してい
ます。

第Ⅱ部第Ⅱ部第Ⅱ部第Ⅱ部  OCI オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションオブジェクト・リレーショナル・アプリケーションオブジェクト・リレーショナル・アプリケーションオブジェクト・リレーショナル・アプリケーション

第第第第 10章「章「章「章「OCIオブジェクト・リレーショナル・プログラミング」オブジェクト・リレーショナル・プログラミング」オブジェクト・リレーショナル・プログラミング」オブジェクト・リレーショナル・プログラミング」
この章では、OCIを利用して Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクトにアクセス
する場合の基本概念を説明します。基本的なオブジェクト概念とオブジェクト確保、および
オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションの基本構造についても説明します。

第第第第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」
この章では、OCIプログラミングで使用するオブジェクト・データ型の概要を説明します。

第第第第 12章「オブジェクト・アプリケーションでの章「オブジェクト・アプリケーションでの章「オブジェクト・アプリケーションでの章「オブジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」バインドおよび定義」バインドおよび定義」バインドおよび定義」
この章では、Oracleデータベース内のユーザー定義データ型と Cのデータ型のマッピング、
およびこのようなデータを操作する関数について説明します。また、これらの Cマッピング
を使用したバインドと定義についても説明します。

第第第第 13章「オブジェクトのキャッシュおよび章「オブジェクトのキャッシュおよび章「オブジェクトのキャッシュおよび章「オブジェクトのキャッシュおよび ナビゲーション」ナビゲーション」ナビゲーション」ナビゲーション」
この章では、OCIを利用して Oracleデータベース・サーバー内のオブジェクトにアクセス
する場合の基本概念を説明します。また、オブジェクト・キャッシュについて、およびサー
バーから取り出されたオブジェクトを操作する OCIナビゲーショナル・コールの使用方法に
ついても説明します。

第第第第 14章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」
この章では、オブジェクト型トランスレータを使用してデータベース・オブジェクト定義を
C構造体の表現に変換し、OCIアプリケーションで使用する方法を説明します。

第Ⅲ部第Ⅲ部第Ⅲ部第Ⅲ部  OCI 参照参照参照参照

第第第第 15章「章「章「章「OCIリレーショナル関数リレーショナル関数リレーショナル関数リレーショナル関数」」」」
この章では、OCIのリレーショナル関数のリストを示し、構文およびコメント、パラメータ
記述、その他の有用な情報について説明します。

第第第第 16章「章「章「章「OCIナビゲーショナル関数と型関数」ナビゲーショナル関数と型関数」ナビゲーショナル関数と型関数」ナビゲーショナル関数と型関数」
この章では、OCIのナビゲーショナル関数のリストを示し、構文およびコメント、パラメー
タ記述、その他の有用な情報について説明します。
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第第第第 17章「章「章「章「OCIデータ型マッピング関数および操作関数」データ型マッピング関数および操作関数」データ型マッピング関数および操作関数」データ型マッピング関数および操作関数」
この章では、OCIのデータ型マッピング関数とデータ型操作関数のリストを示し、構文およ
びコメント、パラメータ記述、その他の有用な情報について説明します。

第第第第 18章「章「章「章「OCIカートリッジ関数」カートリッジ関数」カートリッジ関数」カートリッジ関数」
この章では、外部プロシージャで使用する特別な OCI関数について説明します。

第Ⅳ部第Ⅳ部第Ⅳ部第Ⅳ部  付録付録付録付録

付録付録付録付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」「ハンドルおよび記述子の属性」「ハンドルおよび記述子の属性」「ハンドルおよび記述子の属性」
この付録では、OCIコールによって設定や読取りができる OCIアプリケーション・ハンド
ルの属性について説明します。

付録付録付録付録 B「「「「OCIデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラム」」」」
この付録では、Oracleインストールに含まれている重要な OCIサンプル・プログラムのリ
ストを示します。 

付録付録付録付録 C「「「「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ」関数のサーバー・ラウンドトリップ」関数のサーバー・ラウンドトリップ」関数のサーバー・ラウンドトリップ」
この付録では、様々な OCIアプリケーションで必要なサーバー・ラウンドトリップの回数の
表を示します。

このマニュアルの表記規則このマニュアルの表記規則このマニュアルの表記規則このマニュアルの表記規則
このマニュアルで使用する表記法規約とテキスト・フォーマット規則は、次のとおりです。

[ ]
大カッコ内は、オプション項目を示します。大カッコは入力しません。

{ }
中カッコは、項目から 1つのみ選択する必要がある選択肢を囲みます。

|
縦線は、中カッコ内の項目を区切ります。また、関数パラメータに複数の値を渡すことを示
す場合もあります。

...
コード例が省略されている部分は、省略記号で表記されます。 構文の中の省略記号は、前の
項目が繰り返されていることを示します。

固定幅フォント
SQLと C言語のコード例、およびファイル名とディレクトリ名は固定幅フォントで表記さ
れます。 構文例でも、固定幅フォントが使用されます。
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イタリック
本文中に OCIパラメータ、OCI関数の名前、データ・フィールドがある場合は、イタリッ
クが使用されます。 これらの項目が表やリストで使用されるときは、イタリックで表記され
ません。

大文字大文字大文字大文字
大文字は、SELECTや UPDATEといった SQLまたは PL/SQLのキーワードを参照する場合
に使用します。 SQLおよび PL/SQL用の Oracleのキーワードまたは予約語のリストを確認
するには、『Oracle8i SQLリファレンス』および『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。

太字太字太字太字
太字は、ub4、sword、OCINumberなどの Cデータ型のデータ名を識別する場合に使用し
ます。

このマニュアルでは、読者の注意を促すため一部の情報に特殊なテキスト書式を使用してい
ます。インデントされて太字のテキスト・ラベルで始まる段落は、特別な内容です。このよ
うに表記される情報は、次のとおりです。

注意注意注意注意 : この「注意注意注意注意」フラグは、一般的な問題を回避するため、または概念を理解するた
めに読者にとって特に重要な情報であることを示しています。

7.xアップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 「7.xアップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意」と記された項目は、一般に
OCI リリース 8と OCI リリース 7.xに大きな違いがある場合にプログラマの注意を促し
ます。

警告警告警告警告 : 「警告警告警告警告」と記された項目は、アプリケーションが正常に動作するよう、OCIプロ
グラマが細心の注意を払う必要のある事項です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「関連項目関連項目関連項目関連項目」と記されたテキストは、このマニュアル内で現在の説明内容に
関する追加情報が記載されている他の項または他のドキュメントを示しています。
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第第第第 I部部部部

OCIの基本概念の基本概念の基本概念の基本概念

第Ⅰ部は、OCIプログラミングの基本概念を説明した章で構成されています。

� 第 1章「概要、新機能およびアップグレード」では、OCIの概要を説明し、Oracle8iの
新機能について説明します。

� 第 2章「OCIプログラミングの基本」では、OCIプログラミングの基本概念を説明しま
す。

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

� 第 4章「SQL文の処理」では、Oracle OCIを使用した SQL文の処理方法を説明します。

� 第 5章「バインドと定義」では、バインド操作および定義操作について詳しく説明しま
す。

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

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

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

� 第 9章「OCIプログラミングの応用」では、ユーザー定義のコールバックやアドバンス
ト・キューイングなど、OCIプログラミングのより高度なトピックを説明します。
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この章では、Oracleコール・インタフェース（OCI）について説明します。OCIを使用した
アプリケーションの開発に必要な基本情報を記載しています。また、OCIの説明で使用され
ている特別な用語について解説し、今回のリリースでの OCIの変更点について説明します。
この章は、次のトピックで構成されています。

� OCIの概要

� 新機能

� 互換性、アップグレードおよび移行
ード 1-1



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

OCIは次の機能を備えています。

� システム・メモリーおよびネットワーク接続の効率的な使用によるパフォーマンスとス
ケーラビリティの向上

� 2層クライアント /サーバーまたは複数層環境での動的セッションおよびトランザク
ション管理に適した、整合性のあるインタフェース

� N層認証

� Oracleオブジェクトを使用したアプリケーション開発の包括的サポート

� 外部データベースへのアクセス

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

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

OCIは多くの新機能を備えており、主に次のように分類できます。

� カプセル化 /不透明インタフェース

� ユーザー認証およびパスワード管理の簡素化

� アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを向上させる拡張機能

� トランザクション管理に適した整合性のあるインタフェース

� クライアント側からのOracleオブジェクトに対するアクセスをサポートするOCI拡張機
能

1-2 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



OCIの概要
OCIの利点の利点の利点の利点
Oracleデータベースにアクセスする場合、OCIには次のような大きなメリットがあります。

� アプリケーション設計のあらゆる側面におよぶきめ細かい制御

� プログラム実行に対する高度な制御

� よく理解している 3GLプログラミング手法、およびブラウザやデバッガなどのアプリ
ケーション開発ツールの使用

� 動的 SQL（メソッド 4）のサポート

� 様々なプラットフォームに対応した Oracleプログラム・インタフェースの可用性

� コールバックを使用した動的バインドおよび定義

� サーバー・メタデータのレイヤーを公開する記述機能

� 登録されたクライアント・アプリケーションへの非同期イベント通知

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

� ラウンドトリップ回数を減らすためのコミット要求の実行への関連付け

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

� OCIハンドルに対する相互排他ロック（mutex）を不要にするスレッド・セーフティ
概要、新機能およびアップグレード 1-3



OCIの概要
OCIアプリケーションの構築アプリケーションの構築アプリケーションの構築アプリケーションの構築
図 1–1に示すように、OCIプログラムは非データベース・アプリケーションと同様な方法で
コンパイルおよびリンクができます。処理前のステップやプリコンパイル・ステップを別途
行う必要はありません。

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

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

ソース・ファイル�

ホスト言語コンパイラ�

オブジェクト・�
ファイル�

ホスト・リンカー�

アプリケーション�

OCIライブラリ�

Oracle
Server
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OCIの概要
OCIの分類の分類の分類の分類
OCIの関数は、その機能から主に次の 5つに分類されます。

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

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

� Oracle型のデータ属性を操作する、データ型マッピングおよび操作関数

� SQL文を使用せずにデータベースにデータを直接ロードするデータ・ロード関数

� PL/SQLから C言語のコールバックを書き込む外部プロシージャ関数

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

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

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

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

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

SELECT name FROM employees WHERE empno = :empnumber

前述の SQL文で、:empnumberは、アプリケーションが供給する値に対するプレース・ホ
ルダです。
概要、新機能およびアップグレード 1-5



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

オブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポート
OCI には、オブジェクト型とオブジェクトを処理する機能があります。オブジェクト型は、
ユーザー定義のデータ構造体で、実社会に実在するものを抽象的に表します。たとえば、
データベースに person（個人）というオブジェクトの定義が含まれているとします。この
オブジェクトは、個人を識別するための特徴を表した属性— first_name、last_nameお
よび age —を持つものとします。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� データ定義言語

� 制御文

� トランザクション制御

� セッション制御

� システム制御

� データ操作言語（DML）

� 問合せ

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

� PL/SQL

� 埋込み SQL

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

表を作成し、この表へのアクセスを指定する例を次に示します。

CREATE TABLE employees
    (name       VARCHAR2(20),
     ssn        VARCHAR2(12),
     empno      NUMBER(6),
     mgr        NUMBER(6),
     salary     NUMBER(6))

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

また、オブジェクト表を作成する次の一連の文のように、DDL文では Oracleデータベー
ス・サーバー内のオブジェクトを操作できます。
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OCIの概要
CREATE TYPE person_t AS OBJECT (
    name     VARCHAR2(30),
    ssn      VARCHAR2(12),
    address  VARCHAR2(50))

CREATE TABLE person_tab OF person_t

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

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

� INSERTで表に新しい行を挿入する

� UPDATEで既存の行の列値を更新する

� DELETEで表から行を削除する

� LOCKでデータベース内の表をロックする

� EXPLAINで SQL文の実行計画を説明する

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

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

INSERT INTO person_tab
    VALUES (person_t('Steve May','123-45-6789','146 Winfield Street'))
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OCIの概要
問合せ問合せ問合せ問合せ
問合せは、データベースからデータを取り出すための文です。問合せは、0、1行および複数
行のデータを戻します。すべての問合せは、次の例のように、SQLキーワード SELECTで
始まります。

SELECT dname FROM dept
     WHERE deptno = 42

問合せは、表の中のデータにアクセスするため、多くの場合 DML文として分類されます。
ただし、OCIアプリケーションでは問合せの処理方法が異なるため、このマニュアルでは問
合せを別個のものとして扱います。

問合せ文では、次の例のように、入力（バインド）変数を使用して、プログラムでデータ
ベースにデータを供給するように要求できます。

SELECT name 
    FROM employees
    WHERE empno = :empnumber

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  入力バインド変数の詳細は、 5-2 ページの「バインド」を参照してください。
出力変数の定義の詳細は、 5-18 ページの「定義」を参照してください。 

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

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

� 1つまたは複数の SQL文

� 変数宣言

� 代入文

� プロシージャ型制御文（IF...THEN...ELSE文とループ）

� 例外処理

OCIプログラムで PL/SQLブロックを使用すると、次のことができます。
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OCIの概要
� Oracleストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションのコール

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

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

� カーソル変数の使用

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

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQLブロックのコーディングの詳細は、『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。

PL/SQLでのプレース・ホルダ取扱い方法の詳細は、 5-5 ページの「PL/SQLのプレー
ス・ホルダのバインド」を参照してください。
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OCIの概要
埋込み埋込み埋込み埋込み SQL
OCIは、アプリケーションが実行時に Oracleに渡すテキスト文字列として SQL文を処理し
ます。Oracleプリコンパイラ（Pro*C/C++、Pro*COBOL、Pro*FORTRAN）を使用するこ
とによって、プログラマは SQL文をアプリケーション・コードに直接埋め込むことができ
ます。その後、実行可能なアプリケーションを生成するために別個のプリコンパイル・ス
テップが必要です。

OCIコールと埋込み SQLはプリコンパイラ・プログラムでは混在できます。 詳細は、
『Oracle8i Pro*C/C++プリコンパイラ・プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

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

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

この SQL文には、次が含まれています。

� SQLコマンド— SELECT

� 2つの選択リスト項目— customerおよび address

� FROM句内に表名— customers

� WHERE句内に列名— bus_typeおよび sales_volume

� WHERE句内にリテラル入力値— 'SOFTWARE'

� WHERE句内に入力変数用のプレース・ホルダ— :sales

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

PL/SQLでは、入力の指定も出力の指定もバインド操作と呼びます。これらの用語と操作の
詳細は、第 4章、 「SQL文の処理」を参照してください。
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新機能
新機能新機能新機能新機能
リリース 8.1の OCIには次の新機能が備えられており、パフォーマンス上のメリットがあり
ます。

� メカニズムを改善したコールバック

� 中層の認証属性の説明

� カートリッジ・サービス機能の説明

� NULL属性でない値を含む新規オブジェクトの作成機能

� 汎用 ROWIDのサポート

� 固定幅 Unicodeのサポート

� スレッド操作用の OCIThreadパッケージ

� ユーザー作成コールバック関数の登録機能

� アプリケーション・フェイルオーバー処理の拡張機能

� パブリッシュ /サブスクライブ通知のサポート

� オブジェクトに対する非待機ロック・オプション

� フラッシュ時にオブジェクトの変更を検出する機能

� テンポラリ LOBのサポート

� LOBサポートの拡張機能

� すべてのエラーをバッチに戻すことができる、配列 DML文実行の拡張機能

� 拡張 DML...RETURNINGサポート

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

� 非ブロック化モードのサポート

� 機能およびパフォーマンスの拡張の追加

� クライアントのイベント通知用のパブリッシュ /サブスクライブ機能

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

� 実行時のメモリー使用量の削減

� コードの削減による実行時パフォーマンスの向上

� フェッチ・プロトコルの合理化および効率化による、問合せのパフォーマンスの向上
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新機能
これらの機能については、このマニュアルの後の章で詳しく説明しています。既存のルーチ
ンを置き換える新しいコールの詳細は、 1-19 ページの「互換性、アップグレードおよび移行」
を参照してください。OCIコールのリストは、第 III部の第 15章、第 16章、第 17章および
第 18章を参照してください。 15-4 ページの「アドバンスト・キューイング関数およびパブ
リッシュ / サブスクライブ関数」や 15-72 ページの「ダイレクト・パス・ロード関数」など
新しいコールが追加されており、様々な既存のコールが更新されています。

カプセル化インタフェースカプセル化インタフェースカプセル化インタフェースカプセル化インタフェース
OCIで使用されるすべてのデータ構造は、ハンドルと呼ばれる不透明なインタフェースの形
にカプセル化されます。ハンドルとは、OCIライブラリによって割り当てられる記憶域を指
す不透明なポインタで、SQL文または PL/SQL文のコンテキスト情報、接続情報、エラー
情報またはバインド情報を格納します。クライアントでは、特定の種類のハンドルを割り当
て、正しく定義されたインタフェースを通じて 1つ以上のハンドルを移入して、それらのハ
ンドルを使用してサーバーに要求を送信します。その結果、アプリケーションは、アクセス
関数を使用してそのハンドルに含まれている特定の情報にアクセスできます。OCIライブラ
リでは、ハンドルの階層が管理されます。これらのハンドルを使用して OCIインタフェース
をカプセル化することには、アプリケーション開発者にとって次のような利点があります。 

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

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

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

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

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

� OCIアプリケーションで、ユーザーのパスワードを更新できます。これは、認証の処理
でパスワード期限満了のメッセージが戻された場合に特に役立ちます。 

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

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

� ログイン・セッションを分割することにより、単一の OCIアプリケーションで複数の
セッションの認証とメンテナンスを行う設定。ログイン・セッションは、ユーザーが、
ユーザーによって作成されるその他すべてのセッションであるユーザー・セッションか
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新機能
ら、Oracleデータベースにログインするときに作成されるセッションです。これはリ
リース 7.3との重要な違いです。リリース 7.3では、ユーザーがデータベースにログイ
ンすると、新しいトランザクションを開始することにより、セッションは暗黙的に作成
されました。このプロセスはセッション・クローニングと呼ばれます。リリース 7.3の
これらのユーザー・セッションでは、ログイン・セッションからの権限およびセキュリ
ティ・コンテキストが継承されていました。Oracle OCIでは、クライアントが、各ユー
ザー・セッションに必要なすべての認証情報を提供する必要があります。これにより、
OCIアプリケーションでは複数のユーザーをサポートできます。

アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを改善する拡アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを改善する拡アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを改善する拡アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを改善する拡
張機能張機能張機能張機能

Oracle OCIには、アプリケーションのパフォーマンスおよびスケーラビリティを改善する、
いくつかの拡張機能があります。クライアントとサーバー間のラウンドトリップ回数を減ら
すことにより、アプリケーションのパフォーマンスが改善されました。さらに、サーバー側
で保持する必要がある状態の情報量を減らすことによりスケーラビリティも向上していま
す。これらの機能には、次のものがあります。

� クライアント側の処理の増加、およびサーバー側の問合せ処理の削減

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

� オープン・カーソルおよびクローズ・カーソルのラウンドトリップの排除

� マルチスレッド環境のサポートの改善

� 接続上のセッション多重化

� 標準の 2層クライアント /サーバー構成、サーバー /サーバー・トランザクション調整、
3層 TPモニター構成など、様々な構成に対する一貫したサポート

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

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

� アプリケーションによる複数のユーザーの認証、および複数のユーザーのためのトラン
ザクションの開始
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新機能
Oracle OCIオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポートオブジェクト・サポート
Oracle OCIは、Oracle Serverのオブジェクト機能を使用するプログラマに、最も包括的な
アプリケーション・プログラミング・インタフェースを提供します。その機能は、6つの主
要なカテゴリに分類できます。 

� クライアント側のオブジェクト・キャッシュ

� オブジェクト用のランタイム環境

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

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

� Oracle型のデータ属性を操作する、型マッピングおよび操作関数

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

クライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・キャッシュクライアント側のオブジェクト・キャッシュ
オブジェクト・キャッシュは、オブジェクトのルックアップとメモリー管理のサポートを提
供するクライアント側メモリー・バッファです。オブジェクト・キャッシュは、OCIアプリ
ケーションでサーバーからクライアント側にフェッチしたオブジェクト・インスタンスを格
納し、追跡します。オブジェクト・キャッシュは、OCI環境を初期化するときに作成されま
す。同じサーバーに対して実行中の複数のアプリケーションには、それぞれ専用のオブジェ
クト・キャッシュがあります。オブジェクト・キャッシュは、メモリーに現在あるオブジェ
クトの追跡、オブジェクトへの参照のメンテナンス、自動オブジェクト・スワッピングの管
理、オブジェクトのメタ属性またはタイプ情報の追跡を行います。 オブジェクト・キャッ
シュは OCIアプリケーションに次のものを提供します。

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

� クライアント側のキャッシュからのオブジェクト・スワッピングをサポートすることに
よる、スケーラビリティの向上

� オブジェクト・レベルのロックをサポートすることによる、同時実行性の向上

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

Oracle OCIを使用したアプリケーションでは、次のような様々な種類のインタフェースを通
じて、Oracle Server内のオブジェクトにアクセスできます。

� SQL SELECT文、INSERT文および UPDATE文の使用
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新機能
� 対応するスマート・ポインタまたは REFを横断することによりクライアント側のキャッ
シュ内のオブジェクトにアクセスする、Cスタイルのポインタ追跡スキームの使用

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

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

� オブジェクト型のインスタンスおよび参照を含む SQL文の実行

� オブジェクト型のインスタンスおよび参照のフェッチ

� Oracleオブジェクト型の選択リスト項目の記述

また、Oracle OCIは、Cスタイルのポインタ追跡スキームを使用してクライアント側の
キャッシュ内のオブジェクトにアクセスする一連の関数を提供しています。これらのオブ
ジェクトは、対応するスマート・ポインタまたは REFを横断することにより、クライアント
側のキャッシュ内にフェッチされます。このナビゲーショナル・インタフェースでは、関数
が次の目的で使用されます。

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

� 互いを指す REFを横断することにより、相互に接続されている一連のオブジェクトを横
断します。 

� オブジェクト属性の値を動的に取得し、設定します。 

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

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

� クライアント側のオブジェクト・キャッシュの設定およびそのパラメータのチューニン
グ 

� エラーおよび警告メッセージの取得 

� サーバー内のオブジェクトにアクセスするトランザクションの制御 

� SQLを通じた、オブジェクトへの結合アクセス 
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� パラメータまたは結果がOracle型システムの型であるPL/SQLプロシージャまたはファ
ンクションの記述 

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

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

� 型操作関数を使用すると、ホスト言語のアプリケーションで、Oracleスキーマの個別の
属性を操作できます。属性の値を設定または取得したりサーバーにフラッシュできま
す。

また、OCIDescribeAny() 関数を使用すると、データベース内に格納されたオブジェクトの情
報を得られます。

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

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

� SQLを選択したデータ定義言語としてメンテナンスします。 SQLを使用して作成した
Oracleスキーマ・オブジェクトをホスト言語変数に自動的にマップできるため、OTT
ではデータ定義言語として SQLが使用しやすくなっています。その結果、Oracleに
よって、ユーザーのデータの一貫したモデルを企業全体でサポートできます。

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

通常、OTTは、コマンドラインから intypeファイル、outtypeファイルおよび特定のデータ
ベース接続を指定することにより起動されます。 Oracleの OTTでは、OCIプログラムと
Pro*C/C++プリコンパイラ・プログラムのどちらでも使用することができる C構造体のみ
が生成されます。
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新機能
OCIでのでのでのでの Oracleアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポートアドバンスト・キューイングのサポート
OCIでは、Oracleアドバンスト・キューイング（AQ）機能へのインタフェースを提供しま
す。Oracle AQは、Oracle Serverと統合されたメッセージ・キューイングです。 Oracle AQ
のメッセージ・キューイングでは、キューイング・システムをデータベースと統合し、メッ
セージ対応データベースを作成する機能を提供しています。統合された解決策を提供するこ
とにより、Oracle AQは、自由に特定のビジネス・ロジックに貢献できるよう、メッセー
ジ・インフラストラクチャの構築からアプリケーション開発者を解放しました。 

OCIアドバンスト・キューイング機能の詳細は、 9-27 ページの「OCIおよびアドバンスト・
キューイング」を参照してください。

XAライブラリ・サポートライブラリ・サポートライブラリ・サポートライブラリ・サポート
Oracle XAライブラリのサポートの詳細は、『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。

既存アプリケーションの移行の簡素化既存アプリケーションの移行の簡素化既存アプリケーションの移行の簡素化既存アプリケーションの移行の簡素化
OCIは、多くの機能が大幅に改善されました。 Oracle OCIリリース 7クライアントと
Oracle8i、および Oracle8i OCIクライアントと Oracle7データベース・サーバーにはそれぞ
れ相互運用性があるため、OCIリリース 7を使用するために作成したアプリケーションは、
Oracle8i OCIに移行できます。具体的には次のとおりです。

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

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

� Oracle OCIリリース 7のコールおよび Oracle8i OCIのコールは、同じ文の中で混在させ
ないかぎり、同一アプリケーションおよび同一トランザクション内で使用できます。 

このため、既存の OCIリリース 7アプリケーションの移行を行う場合は、次の 3つの方法が
あります。 

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

� Oracle8i OCIクライアントにアップグレードしますが、アプリケーションは修正しませクライアントにアップグレードしますが、アプリケーションは修正しませクライアントにアップグレードしますが、アプリケーションは修正しませクライアントにアップグレードしますが、アプリケーションは修正しませ
ん。ん。ん。ん。Oracle7 OCIクライアントから Oracle8i OCIクライアントにアップグレードする場
合は、新しいバージョンの OCIライブラリを再リンクするのみでよく、アプリケーショ
ンを再コンパイルする必要はありません。再リンクした Oracle7 OCIアプリケーション
は、Oracle8iに対して変化なく動作します。

� Oracle8i OCIクライアントにアップグレードし、アプリケーションを修正します。クライアントにアップグレードし、アプリケーションを修正します。クライアントにアップグレードし、アプリケーションを修正します。クライアントにアップグレードし、アプリケーションを修正します。ただ
し、新しい OCIで提供されるパフォーマンスとスケーラビリティの利点を活用するに
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互換性、アップグレードおよび移行
は、新しい OCIプログラミング・パラダイムを使用できるように既存のアプリケーショ
ンを修正して、そのアプリケーションを新しい OCIライブラリに再リンクし、Oracle8i
に対して実行する必要があります。

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

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

注意注意注意注意 : 互換性、アップグレードおよび移行の最新情報は、『Oracle8i移行ガイド』を参照
してください。

使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった使用されなくなった OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
Oracle8i コール・インタフェースのリリース 8.0では、リリース 7.3で利用できなかった新
しい関数セットを導入しました。 リリース 8.1では、新しい機能が追加されています。以前
のリリース 7.xのコールも使用できますが、パフォーマンスを向上し、機能性を高めるため
に、既存のアプリケーションで新しいコールを使用することをお薦めします。

表 1-1 「使用されなくなった OCIルーチン」は、リリース 7.x OCIコールおよび同等の
Oracle8iコールをリストしています。Oracle OCIコールの詳細は、このガイドの第 III部の
関数の説明を参照してください。リリース 7.xコールの詳細は、『Oracleコール・インタ
フェース・プログラマーズ・ガイド リリース 7.3』を参照してください。これらのリリース
7.xコールは廃止されています。つまり、OCIではこれらが新しいコールで置き換えられて
います。廃止されたコールはこの時点ではサポートされていますが、OCIの将来のバージョ
ンではサポートされない可能性があります。

注意注意注意注意 :  大抵の場合、新しい OCIルーチンはリリース 7.xのルーチンに直接マッピングを
行わないため、ファンクション・コールとパラメータ・リストを単純に別のものに置き
換えることができない場合があります。この場合、新しいコールを作成する前後に、追
加のプログラム・ロジックが必要になります。詳細は、このガイドの残りの章を参照し
てください。

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

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

obindps()、obndra()、
obndrn()、obndrv()

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

obreak() OCIBreak()

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

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

ocom() OCITransCommit()

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

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

odessp() OCIDescribeAny()

oerhms() OCIErrorGet()

oexec()、oexn() OCIStmtExecute()

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

ofen()、ofetch() OCIStmtFetch()

oflng() なし

ogetpi() OCIStmtGetPieceInfo()

olog() OCILogon()

ologof() OCILogoff()

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

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

oopt() なし

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

opinit() OCIInitialize()

orol() OCITransRollback()

osetpi() OCIStmtSetPieceInfo()

sqlld2() SQLSvcCtxGetまたは SQLEnvGet

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

7.x OCIルーチンルーチンルーチンルーチン 等価または類似の等価または類似の等価または類似の等価または類似の 8.x Oracle OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
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互換性、アップグレードおよび移行
関連項目関連項目関連項目関連項目 : ここにリストしていない新しい関数によって提供される追加機能の詳細は、
このガイドの残りの章を参照してください。

サポートされないサポートされないサポートされないサポートされない OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
OCIの以前のバージョンで使用可能だった OCIルーチンの一部は、Oracle8iではサポートさ
れません。それらのルーチンを表 1-2 「サポートされない OCIルーチン」にリストします。

sqllda() SQLSvcCtxGetまたは SQLEnvGet

odsc() 注意注意注意注意 : 前述の odescr()を参照してください。

oermsg() OCIErrorGet()

olon() OCILogon()

orlon() OCILogon()

oname() 注意注意注意注意 : 前述の odescr()を参照してください。

osql3() 注意注意注意注意 : 前述の oparse()を参照してください。

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

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

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

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

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

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

ologon() OCILogon()

osql() 注意注意注意注意 : 表 1-1の oparse()を参照してください。

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

7.x OCIルーチンルーチンルーチンルーチン 等価または類似の等価または類似の等価または類似の等価または類似の 8.x Oracle OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
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互換性互換性互換性互換性
この項では、OCIおよび Oracle Serverの異なるバージョン間の互換性について説明します。

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

� アプリケーションの再リンクなし

� 新しい 8.x OCIライブラリへの再リンク

いずれの場合も、関数 ocom()が ocon()で代用される点を除いて、アプリケーションは
Oracle7と Oracle8iの両方に対して動作します。ocon()によって AUTOCOMMIT（DML文
ごとの自動コミット）が使用可能になるため、後続のフェッチ文でエラーが発生します。 

このアプリケーションでは、Oracle8iのオブジェクト機能が使用できません。また、
Oracle8i OCIで提供されるパフォーマンスやスケーラビリティも利用できません。

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

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

– SQLT_NTY - 名前付きデータ型

– SQLT_REF - ホスト言語表現の名前付きデータ型に対する参照

– SQLT_CLOB - キャラクタ LOBデータ型

– SQLT_BLOB - バイナリ LOBデータ型

– SQLT_BFILE - バイナリ FILE LOBデータ型

– SQLT_RSET - 結果セット・データ型

� Oracle7 Serverに対して、次のコールまたは機能はサポートされないか、制限付きでサ
ポートされます。
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アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード
プログラマが Oracle8iの新しい機能を既存の OCIアプリケーションに取り込む場合には、
次の 2つの選択肢があります。

� アプリケーションを完全にリライトして、新しい OCIコールのみを使用（推奨）

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

このマニュアルでは、新しい OCIコールのみを使用するように既存のアプリケーションをリ
ライトするために必要な情報を提供しています。 

7.xアプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへの Oracle8i OCIコールの追加コールの追加コールの追加コールの追加
次のガイドラインは、プログラマが新しい OCIコールを使用して新しい Oracleのデータ型
および機能を取り込む一方で、一部の操作には 7.xコールを使用する場合に適用されます。

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

注意注意注意注意 : 複数のセッションをメンテナンスしているアプリケーションに必要なログイン・
コールの詳細は、 15-98 ページの OCIServerAttach()および 15-101 ページの
OCISessionBegin()の説明を参照してください。

� サーバー・コンテキスト・ハンドルを初期化した後は、Oracle8i OCIコールで使用する
ことができます。

表表表表 1-3 Oracle7 Serverに対してに対してに対してに対して Oracle8i OCIを実行した場合の制限を実行した場合の制限を実行した場合の制限を実行した場合の制限

関数関数関数関数 制限制限制限制限

OCIBindObject() 未サポート

OCIPasswordChange() 未サポート

OCIDefineObject() 未サポート

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

OCIErrorGet() Oracleエラー・コードのサブセットのみを戻すことが可能

OCIStmtFetch() プリフェッチ・オプションは未サポート

OCILob*() LOB/FILEコールは未サポート

OCIAttrSet() NCHAR属性の設定は未サポート

OCIAttrGet() NCHAR属性の取得は未サポート
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アプリケーションのリンクの問題
� Oracle7 OCIコールを使用するには、OCISvcCtxToLda()を使用してサーバー・コンテキ
スト・ハンドルを Lda_Defに変換して、結果の Lda_Defを 7.xコールに渡します。

注意注意注意注意 : 同じサーバー・ハンドルを共有するサービス・コンテキストが複数ある場合は、
Oracle7モードにできるサービス・コンテキストは一度に 1つのみです。

� Oracle8i OCIコールを再び使用し始める場合は、アプリケーションで OCILdaToSvcCtx()
を使用して Lda_Defをサーバー・コンテキスト・ハンドルに変換し直す必要がありま
す。

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

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

OCI 7.xコールおよび Oracle8i OCI コールの混在および一致は、トランザクション内では可
能ですが、文内ではできません。 これにより、ある SQL文または PL/SQL文を OCI 7.xコー
ルで実行し、そのトランザクション内で、次の SQL文または PL/SQL文を Oracle8i OCI
コールで実行することができます。 

警告警告警告警告 : カーソルをオープンして、OCI 7.xコールで解析し、次に Oracle8i OCI コールで
文を実行することはできません。

アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題アプリケーションのリンクの問題
この項では、OCIの各バージョンの非遅延リンクおよびシングル・タスク・リンクの使用な
ど、アプリケーションのリンクに関する問題について説明します。

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

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

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

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

すべての Oracle7 OCIコールは、Oracle8i OCIでサポートされます。 つまり、Oracle8i OCI
ライブラリを再リンクすることにより、Oracle7 OCIコールで Oracle8i OCIクライアントを
使用できます。これらのコールに対するデフォルト・モードは今後も遅延モード・リンクで
すが、リンク・タイム・オプションを設定することにより、Oracle8iのすべてのリリースを
通じてこれらのコールに対する非遅延モード・リンクがサポートされます。ただし、
Oracle8i固有のコールには異なるパラダイムが使用されているため、非遅延モード・リンク
は必要ありません。 

非遅延リンクが現在サポートされている、クライアント側のライブラリとサーバーの組合せ
を、次の表にまとめています。

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

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

クライアントクライアントクライアントクライアント Oracle 6.x OCI Oracle 7.x OCI Oracle 8.x OCI

（7.xコール）

Oracle 8.x  OCI

（8.xコール）

Oracle 9.x OCI

サーバーサーバーサーバーサーバー

Oracle9 未サポート デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle8 未サポート デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle7 非遅延モードのみ デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

未サポート 未サポート

Oracle6 非遅延モードのみ デフォルト : 遅延
非遅延もサポート

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

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

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

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

Oracle8i OCIライブラリを使用したアプリケーションライブラリを使用したアプリケーションライブラリを使用したアプリケーションライブラリを使用したアプリケーション 
Oracleのオブジェクト型へのアクセスに使用するような Oracle8i OCIコールが適用されて
いるアプリケーションでは、非遅延モード・リンクを使用する必要はありません。Oracle7 
OCIコールのみを適用したアプリケーションでは非遅延モード・リンクを使用することがで
きますが、リリース 8.1以外では使用できません。

シングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンク
シングル・タスク・リンクは、主に OpenVMSプラットフォームで限られた数の Oracle
ユーザーが使用する機能です。Oracleプラットフォームの中にはシングル・タスク・リンク
をサポートするものもありますが、現在は対応していないものもあります。アプリケーショ
ン開発者は、Oracle8iの最初のサーバー・リリースから、すべてのプラットフォーム上でシ
ングル・タスクがデサポートになることに注意してください。オラクル社は、現在シング
ル・タスク・リンクに対応しているプラットフォーム上で、今後もすべての Oracle 8.xリ
リースについてシングル・タスク・リンクをサポートする予定です。アプリケーション開発
者は製品ラインのマニュアルを参照し、各自のプラットフォームで現在シングル・タスク・
リンクがサポートされているかどうか確認してください。

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

� シングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンクシングル・タスク・リンク : この場合、アプリケーションは Oracleにシングル・タスク
接続を行って、Oracleの共有可能イメージに対して直接リンクされます。 

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

オラクル社は、今後も Oracle Serverのすべてのリリース（リリース 8.*のすべて）でシング
ル・タスク・リンクをサポートしますが、Oracle8i後の最初のリリースからはデサポートに
なる予定です。アプリケーション開発者は、Oracle8i後の最初のサーバー・リリースに対し
ては、シングル・タスク・リンクを使用してアプリケーションを実行することができなくな
ります。 
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OCIプログラミングの
2

OCIプログラミングの基本プログラミングの基本プログラミングの基本プログラミングの基本

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

� 概要

� OCIプログラム構造

� OCIデータ構造

� ハンドル

� 記述子

� OCIプログラミング・ステップ

� 初期化、接続およびセッション作成

� SQL文の処理

� コミットまたはロールバック

� アプリケーションの終了

� エラー処理

� その他のコーディング・ガイドライン

� 非ブロック化モード

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

この章は、以下の項に大きく分かれています。

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

� OCIデータ構造 - ハンドルおよび記述子について説明します。

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

� エラー処理 - OCIアプリケーションでのエラー処理を説明します。

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

� 非ブロック化モード - 非ブロック化モードを使用した Oracleデータベース・サーバーへ
の接続を説明します。

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

新規ユーザーは、この章の情報に特に注意してください。この章は、以降の章を理解する基
本となります。以降の章は、この章の内容を補足しています。この章を読んだ後で、引き続
き次のいずれかの章またはすべての章に進み、さらに詳細な情報を得ることができます。

� 第 3章： OCI内部データ型および外部データ型の詳細

� 第 4章： SQL文の処理の詳細

� 第 5章： バインドおよび定義の詳細 

� 第 6章 : OCIDescribe()コールの詳細

� 第 7章 : LOBデータ型、FILEデータ型およびテンポラリ LOBデータ型に対する OCIサ
ポートの詳細

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

� 第 9章 : OCIの拡張概念および拡張テクニック

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

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

� 付録 A： OCIハンドルおよび記述子の属性

� 付録 B： 重要な OCIデモ・プログラムのリスト

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

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

OCIでは、以下のプログラム基本構造を採用しています。

1. OCIプログラミング環境およびスレッドの初期化

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

3. サーバー上での SQL文の実行、データベース・サーバーとの間でデータの交換、必要
なアプリケーション・データ処理の実行

4. 準備済の文の再実行、または新規に実行する文の準備

5. ユーザー・セッションおよびサーバー接続の終了

6. フリー・ハンドル

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

図およびステップ・リストは、OCIプログラミングのステップを簡潔に表したものです。さ
らに、プログラムの機能性に応じて様々なバリエーションが考えられます。複数セッション
および複数トランザクションの管理やオブジェクトの使用など、より高度な機能が組み込ま
れる OCIアプリケーションには、追加のステップが必要です。

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

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

ハンドルとデータ�
構造の割当て�

サーバーへの接続と�
セッションの開始�

SQLの発行と�
データの処理�

ハンドルとデータ�
構造の解放�

切断�

環境の作成�
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OCIデータ構造
図図図図 2-2  OCIプロセスでの複数環境プロセスでの複数環境プロセスでの複数環境プロセスでの複数環境

注意注意注意注意 : OCIアプリケーションには、アクティブな接続および文を 1つ以上含めることが
できます。

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

OCIデータ構造データ構造データ構造データ構造
ハンドルと記述子は、OCIアプリケーション内で定義される不透明なデータ構造であり、明
示的な割当てコールによって直接割り当てるか、または OCI関数を使用して暗黙的に割り当
てることができます。

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

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

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

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

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

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

説明説明説明説明 C型型型型 ハンドル型ハンドル型ハンドル型ハンドル型

OCI環境ハンドル OCIEnv OCI_HTYPE_ENV

OCIエラー・ハンドル OCIError OCI_HTYPE_ERROR

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

OCI文ハンドル OCIStmt OCI_HTYPE_STMT

OCIバインド・ハンドル OCIBind OCI_HTYPE_BIND

OCI定義ハンドル OCIDefine OCI_HTYPE_DEFINE

OCI記述ハンドル OCIDescribe OCI_HTYPE_DESCRIBE

OCIサーバー・ハンドル OCIServer OCI_HTYPE_SERVER

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

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

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

OCIスレッド・ハンドル OCIThreadHandle 該当なし

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

OCIダイレクト・パス・コンテキスト・
ハンドル

OCIDirPathCtx OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX
2-6 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



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

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

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

図 2-3「ハンドルの階層」は、様々なハンドル型間の関係を示しています。

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

注意注意注意注意 : 環境ハンドルは OCIEnvCreate()のコールによって割り当てられ、初期化されま
す。このコールは、すべての OCIアプリケーションで必要です。

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

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

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

OCIダイレクト・パス列配列ハンドル OCIDirPathColArray OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARR
AY

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

OCIプロセス・ハンドル OCI_HTYPE_PROC

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIハンドルの割当てと使用方法を示したコード例は、付録 B「OCIデモ・
プログラム」のプログラム例を参照してください。

以降の項では、各種のハンドルについて詳しく説明します。

環境ハンドル環境ハンドル環境ハンドル環境ハンドル
環境ハンドルは、すべての OCI関数を呼び出すコンテキストを定義します。 各環境ハンドル
にはメモリー・キャッシュがあり、これによってメモリーへのアクセスが高速になります。 
環境ハンドルに基づくメモリーの割当ては、このキャッシュで行われます。 キャッシュへの
アクセスは、複数のスレッドが同じ環境ハンドルに基づいてメモリーの割当てを試行する場

サブスクリプション・�
ハンドル�

CORハンドル�

スレッド・ハンドル�

ダイレクト・パス・コ�
ンテキスト・ハンドル�

セッション・�
ハンドル�

エラー・ハンドル�

文ハンドル�

記述ハンドル�

サービス・コンテ�
キスト・ハンドル�

プロセス・ハンドル�

サーバー・ハンドル�

環境ハンドル�
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ハンドル
合にシリアライズされます。 複数のスレッドで単一の環境ハンドルを共有する場合は、ス
レッドはキャッシュへのアクセスをブロックすることがあります。

環境ハンドルは、parentパラメータとして OCIHandleAlloc()コールに渡され、その他のすべ
てのハンドル型を割り当てます。 バインド・ハンドルと定義ハンドルは、暗黙的に割り当て
られます。

エラー・ハンドルエラー・ハンドルエラー・ハンドルエラー・ハンドル
エラー・ハンドルは、ほとんどの OCIコールにパラメータとして渡されます。エラー・ハン
ドルは、OCI操作中に発生したエラーについての情報をメンテナンスします。コールでエ
ラーが発生した場合、エラー・ハンドルを OCIErrorGet()に渡して、発生したエラーに関す
る追加情報を取得することができます。

ほとんどの OCIコールではパラメータの 1つとしてエラー・ハンドルが必要であるため、エ
ラー・ハンドルの割当ては、OCIアプリケーションの最初のステップです。

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

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

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

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

� トランザクション・ハンドルは、SQL操作を実行するためのトランザクションを定義し
ます。トランザクション・コンテキストには、フェッチ状態やパッケージのインスタン
ス化などの、ユーザー・セッション状態の情報が含まれています。 
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ハンドル
この方法によるサービス・コンテキストの分析は、スケーラビリティを提供し、プログラマ
は、洗練された 3層アプリケーションとトランザクション処理（TP）モニターを作成して、
複数のアプリケーション・サーバーと異なるトランザクション・コンテキスト上の複数の
ユーザーの要求を実行できます。

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

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランザクションの詳細は、8-2ページの「トランザクション」を参照して
ください。サーバー接続およびユーザー・セッションの確立の詳細は、2-18ページの
「初期化、接続およびセッション作成」および 8-11ページの「パスワードおよびセッ
ションの管理」を参照してください。

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

図図図図 2-5  文ハンドル文ハンドル文ハンドル文ハンドル

定義ハンドル� バインド・�
ハンドル�

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

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

バインド・ハンドルおよび定義ハンドルが解放されるのは、文ハンドルが解放されたとき、
または文ハンドルに新しい文が準備されたときです。

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIDescribeAny()関数の使用方法の詳細は、第 6章「スキーマ・メタデータ
の記述」を参照してください。

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

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

スレッド・ハンドルスレッド・ハンドルスレッド・ハンドルスレッド・ハンドル
マルチスレッド・アプリケーションで使用されているスレッド・ハンドルの詳細は、9-2
ページの「OCIThreadパッケージ」を参照してください。
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ハンドル
サブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドルサブスクリプション・ハンドル
サブスクリプション・ハンドルは、サブスクリプションへの登録を行う OCIクライアント・
アプリケーションによって使用され、データベース・イベントまたは AQ名前領域内のイベ
ントの通知を受け取るために使用されます。サブスクリプション・ハンドルは、クライアン
トからの登録に関するすべての情報をカプセル化します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パブリッシュ /サブスクライブおよびサブスクリプション・ハンドルの割当
ての詳細は、9-31ページの「パブリッシュ /サブスクライブの通知」を参照してくださ
い。

ダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドル
ダイレクト・パス・ハンドルは、Oracleデータベース・サーバー内でダイレクト・パス・
ロード・エンジンを利用する OCIアプリケーションに必要です。ダイレクト・パス・ロー
ド・インタフェースを使用して、アプリケーションから Oracle Serverのダイレクト・ブ
ロック・フォーマッタにアクセスできます。

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  ダイレクト・パス・ロードおよびダイレクト・パス・ハンドルの割当ての詳
細は、9-39ページの「ダイレクト・パス・ロード」を参照してください。ハンドル属性
の詳細は、A-40ページの「ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性」を参照して
ください。

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

ハンドル属性ハンドル属性ハンドル属性ハンドル属性
すべての OCIハンドルには、それに対応する属性があります。属性は、ハンドルに格納され
ているデータを表します。ハンドル属性は、属性取得コール OCIAttrGet()を使用して読み込

ダイレクト・パス�
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ハンドル
むことができます。また、属性設定コール OCIAttrSet()を使用して、変更することもできま
す。

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

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

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

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

ub4 parmcnt; 
/* get the number of columns in the select list */ 
err = OCIAttrGet ((dvoid *)stmhp, (ub4)OCI_HTYPE_STMT, (dvoid *) 
         &parmcnt, (ub4 *) 0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM_COUNT, errhp); 

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 設定中のユーザー名とパスワードのハンドル属性の例は、15-27ページの
OCIAttrGet()の説明を参照してください。

ユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当て
環境ハンドルを初期化する OCIEnvCreate()コールと、汎用ハンドル割当てコール
（OCIHandleAlloc()）および記述子割当てコール（OCIDescriptorAlloc()）のパラメータ・リス
トには、xtramem_szパラメータが含まれます。このパラメータは、ユーザーに対して、その
ハンドルとともに割り当てられるメモリーのチャンク・サイズを指定するために使用されま
す。 このメモリーは OCIでは使用されず、アプリケーションのみによって使用されます。

通常、アプリケーションでは、このパラメータを使用して、ハンドルと同じ存続期間を持つ
アプリケーション定義の構造体を割り当てます。この構造体は、アプリケーション・ブック
キーピングまたはコンテキスト情報の格納に使用されます。

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

注意注意注意注意 : OCILobLocatorは単精度浮動小数点数 C型ですが、このロケータは内部 LOBお
よび外部 LOB用には異なる OCI型定数で割り当てられます。後述の LOBロケータの
項で、この違いについて説明します。

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

� OCISnapshot - 文の実行時に使用

� OCILOBLocator - LOBコール（OCI_DTYPE_LOB）または FILEコール
（OCI_DTYPE_FILE）で使用

� OCIParam - 記述コールで使用

� OCIRowid - ROWID値のバインドまたは定義で使用

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

表表表表 2-2  記述子タイプ記述子タイプ記述子タイプ記述子タイプ

説明説明説明説明 C型型型型 OCI型定数型定数型定数型定数

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

LOBデータ型ロケータ OCILobLocator OCI_DTYPE_LOB

FILEデータ型ロケータ OCILobLocator OCI_DTYPE_FILE

読取り専用パラメータ記述子 OCIParam OCI_DTYPE_PARAM

ROWID記述子 OCIRowid OCI_DTYPE_ROWID

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

アドバンスト・キューイング・エンキュー・
オプション

OCIAQEnqOptions OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS

アドバンスト・キューイング・デキュー・
オプション

OCIAQDeqOptions OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS

アドバンスト・キューイング・メッセージ・
プロパティ

OCIAQMsgProperties OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES

アドバンスト・キューイング・エージェント OCIAQAgent OCI_DTYPE_AQAGENT

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

� OCIAQNotify - パブリッシュ /サブスクライブ通知で使用

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

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

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

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

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

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

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

OCIアプリケーションでは、選択リストの要素として LOB列または属性を含む SQL文を発
行することによって、サーバーから LOBロケータを取り出せます。その場合、アプリケー
ションは最初に LOBロケータを割り当て、次にそれを使用して出力変数を定義します。同
じように、LOBロケータは、SQL文で LOBとプレース・ホルダとの間の関連付けを行うバ
インド操作の一部として使用できます。
OCIプログラミングの基本 2-15



記述子
LOBロケータのデータ型（OCILobLocator）は、Oracle7 Serverに接続している場合には
データ型として無効です。 

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラメータ記述子の取得と使用方法の詳細は、第 6章「スキーマ・メタデー
タの記述」および 4-11ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

ROWID記述子記述子記述子記述子
ROWID記述子（OCIRowid）は、Oracle ROWIDを取り出して使う必要があるアプリケー
ションで使用します。Oracleリリース 7から Oracleリリース 8へのアップグレードで
ROWIDのサイズと構造が変更されており、ユーザーにはわかりにくくなっています。
Oracle8i OCIを使用して ROWIDを操作するために、アプリケーションでは SQL選択リス
ト内の ROWIDの位置に対応する ROWID記述子を定義し、その記述子内の ROWIDを検索
できます。この同じ記述子を、後で INSERT文またはWHERE句の入力変数にバインドでき
ます。

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

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

アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子アドバンスト・キューイング記述子
アドバンスト・キューイング記述子および関連する記述子の詳細は、9-27ページの「OCIお
よびアドバンスト・キューイング」を参照してください。
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OCIプログラミング・ステップ
ユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当てユーザー・メモリーの割当て
OCIDescriptorAlloc()コールには、そのパラメータ・リストに xtramem_szパラメータが含ま
れています。このパラメータは、記述子またはロケータとともに割り当てるユーザー・メモ
リー量を指定するのに使用します。

通常、アプリケーションは、このパラメータを使用して、記述子またはロケータと同じ存続
期間を持つアプリケーション定義の構造体を割り当てます。この構造体は、アプリケーショ
ン・ブックキーピングまたはコンテキスト情報の格納に使用できます。

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

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

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

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

実行時に動的にデータを供給する特殊なケースの詳細は、5-36ページの「ランタイム・デー
タ割当てとピース単位操作」を参照してください。

構造の配列を伴う操作の詳細は、5-22ページの「構造体配列」を参照してください。

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

OCIを使用したマルチスレッド・アプリケーションのプログラミングの詳細は、8-21ページ
の「スレッド・セーフティ」を参照してください。

SQL文の種類の詳細は、1-7ページの「SQL文」を参照してください。

次の各項では、OCIのアプリケーションで必要なステップについて説明します。

� 初期化、接続およびセッション作成

� SQL文の処理

� コミットまたはロールバック

� アプリケーションの終了
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初期化、接続およびセッション作成
� エラー処理

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

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

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

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

1. OCI環境の初期化

2. ハンドルおよび記述子の割当て

3. アプリケーションの初期化、接続およびセッション

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

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

OCIEnvCreate()の modeパラメータは、OCIライブラリ関数をコールするアプリケーション
が次のことを行うかどうか指定します。

� スレッド化環境での実行（mode = OCI_THREADED) 

� オブジェクトの使用（mode = OCI_OBJECT)

� 共有データ構造の利用（mode=OCI_SHARED)

� サブスクリプションの利用（mode=OCI_EVENTS)

これらのモードは、環境ごとに設定できます。

アプリケーションがオブジェクトのバインドおよび定義を行っている場合、または OCIのオ
ブジェクト・ナビゲーション・コールを使用している場合には、オブジェクト・モードでの
初期化が必要です。また、アプリケーションでこれらの機能をすべて使用しないようにした
り（mode = OCI_DEFAULT）、縦線で区切って組み合せて使用することもできます。たとえ
ば、mode = (OCI_THREADED | OCI_OBJECT)を指定すると、アプリケーションはスレッド
環境で動作し、オブジェクトを使用します。
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初期化、接続およびセッション作成
また、OCI環境ごとにユーザー定義のメモリー管理関数を指定できます。

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 初期コールの詳細は、15-87ページの OCIEnvCreate()の説明および 15-92
ページの OCIInitialize()の説明を参照してください。OCIを使用したマルチスレッド・
アプリケーションのプログラミングの詳細は、8-21ページの「スレッド・セーフティ」
を参照してください。オブジェクト付き OCIプログラミングの詳細は、第 10章「OCI
オブジェクト・リレーショナル・プログラミング」を参照してください。パブリッシュ 
/ サブスクライブ機能の使用方法の詳細は、9-31ページの「パブリッシュ /サブスクラ
イブの通知」を参照してください。

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

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

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

共有データ構造モードは、以下の場合に効果があります。 

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

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

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

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

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

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

最初のアプリケーションでは、OCIを共有モードで初期化し、その OCIアプリケーション
によって設定されたパラメータを使用して、共有サブシステムを起動します。後続のアプリ
ケーションは共有モードで初期化され、直前に起動された共有サブシステムを使用します。
OCI共有モード・システム用に設定と読込みが可能なパラメータの詳細は、A-50ページの
「プロセス・ハンドルの属性」を参照してください。

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

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

OCI_NO_SHARINGフラグは、プロセスが共有モードで初期化されていない場合は無効で
す。15-166ページの OCIStmtPrepare()を参照してください。

プロセスを共有メモリー・サブシステムから連結解除するには、OCITerminate()コールを使
用します。15-105ページの OCITerminate()を参照してください。

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

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

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

setenv OCI_SHARED_MODE 20000000

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

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

setenv OCI_NUM_SHARED_PROCS number

numberは、プロセスの最大数です。たとえば、次のとおりです。

setenv OCI_NUM_SHARED_PROCS   20

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

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

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

� エラー・ハンドル

� サービス・コンテキスト・ハンドル

� 文ハンドル

� 記述ハンドル

� サーバー・ハンドル

� ユーザー・セッション・ハンドル

� トランザクション・ハンドル

� 複合オブジェクト検索ハンドル

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

� ダイレクト・パス列配列ハンドル

� ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドル

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

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

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

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

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

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

アプリケーションがデータベース接続ごとに常時シングル・ユーザー・セッションのみをメ
ンテナンスする場合、このアプリケーションは OCIの簡易ログイン・プロシージャを利用す
ることができます。

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

OCILogon()のコール例を次に示します。

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

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

アプリケーションがこのログイン方法を使用する場合、サービス・コンテキスト、サーバー
およびユーザー・セッション・ハンドルはすべて「読取り専用」となります。これは、
OCIAttrSet()でサービス・コンテキスト・ハンドルの該当する属性を変更することにより、
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アプリケーションからセッションまたはトランザクションを切り替えられないことを意味し
ます。

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

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

アプリケーションで、データベース接続に複数のユーザー・セッションを維持する必要があ
る場合は、別のコールのセットを使用してセッションおよび接続を設定してください。これ
には、サーバーおよび開始セッションに連結するための特定のコールが含まれます。

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

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

注意注意注意注意 :  OCIServerAttach()コールでブロック化接続または非ブロック化接続を指定する場
合の詳細は、2-35ページの「非ブロック化モード」を参照してください。

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

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

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

#include <s.h>
#include <oci.h>
...
main()
{
...
OCIEnv *myenvhp;       /* the environment handle */
OCIServer *mysrvhp;    /* the server handle */
OCIError *myerrhp;     /* the error handle */
OCISession *myusrhp;   /* user session handle */
OCISvcCtx *mysvchp;    /* the  service handle */
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...
/* initialize the mode to be the threaded and object environment */
(void) OCIEnvCreate(&myenvhp, OCI_THREADED|OCI_OBJECT, (dvoid *)0, 
                               0, 0, 0, (size_t) 0, (dvoid **)0);
 
     /* allocate a server handle */
(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&mysrvhp,
      OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) 0);

      /* allocate an error handle */
(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&myerrhp,
      OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) 0);

      /* create a server context */
(void) OCIServerAttach (mysrvhp, myerrhp, (text *)"inst1_alias", 
      strlen ("inst1_alias"), OCI_DEFAULT);

     /* allocate a service handle */
(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&mysvchp,
      OCI_HTYPE_SVCCTX, 0, (dvoid **) 0);

 /* set the server attribute in the service context handle*/
(void) OCIAttrSet ((dvoid *)mysvchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, 
       (dvoid *)mysrvhp, (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER, myerrhp);

      /* allocate a user session handle */
(void) OCIHandleAlloc ((dvoid *)myenvhp, (dvoid **)&myusrhp,
     OCI_HTYPE_SESSION, 0, (dvoid **) 0);

      /* set username attribute in user session handle */
 (void) OCIAttrSet ((dvoid *)myusrhp, OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *)"scott", (ub4)strlen("scott"),
      OCI_ATTR_USERNAME, myerrhp);

      /* set password attribute in user session handle */
 (void) OCIAttrSet ((dvoid *)myusrhp, OCI_HTYPE_SESSION,
      (dvoid *)"tiger", (ub4)strlen("tiger"),
      OCI_ATTR_PASSWORD, myerrhp);

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

    /* set the user session attribute in the service context handle*/
 (void) OCIAttrSet (  (dvoid *)mysvchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, 
       (dvoid *)myusrhp, (ub4) 0, OCI_ATTR_SESSION, myerrhp);
...
}

2-24 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



アプリケーションの終了
demoディレクトリ内のデモ・プログラム cdemo81.cは、このプロセスとエラー・チェッ
クを例示しています。

SQL文の処理文の処理文の処理文の処理
SQL文の処理の詳細は、第 4章「SQL文の処理」を参照してください。

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

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

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

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

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

アプリケーションの終了アプリケーションの終了アプリケーションの終了アプリケーションの終了
OCIアプリケーションは、終了する前に、次の 3つのステップを実行してください。

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

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

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

4. 環境ハンドルを削除し、環境ハンドルに関連付けられたその他すべてのハンドルの割当
てを解除します。
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注意注意注意注意 : 親ハンドルが解放されると、それに対応付けられた子ハンドルもすべて自動的に
解放されます。

OCIServerDetach()および OCISessionEnd()のコールは、必須ではありませんが、お薦めしま
す。アプリケーションが OCITransCommit()（トランザクション・コミット）をコールしな
いで終了すると、保留状態のトランザクションはすべて自動的にロールバックされます。

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

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

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

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

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

OCI_SUCCESS 関数は正常に終了しました。

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

OCI_NO_DATA 関数が終了しました。これ以上データはありません。

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

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

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

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

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

注意注意注意注意 :  レコードがなくなる（OCI_NO_DATAが戻される）まで、繰り返し
OCIErrorGet()をコールすると、複数の診断レコードを取り出すことができます。 
OCIErrorGet()は、常に最高 1個の診断レコードを戻します。

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

STATICF void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  ub4 buflen;
  ub4 errcode;

  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    (void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NODATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    (void) OCIErrorGet (errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %s\n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    (void) printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    (void) printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
default:
    break;
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  }
}

切捨ておよび切捨ておよび切捨ておよび切捨ておよび NULLデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コードデータのリターン・コードおよびエラー・コード
表 2-4、表 2-5および表 2-6に、フェッチされたデータが NULLの場合または切り捨てられ
た場合の OCIリターン・コード、Oracleエラー番号、標識変数および列リターン・コード
を示します。 標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

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

表表表表 2-5  NULLデータデータデータデータ

表表表表 2-6  切捨てデータ切捨てデータ切捨てデータ切捨てデータ

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

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

OCI_SUCCESS
error = 0

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = 0

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

OCI_SUCCESS
error = 0
return code = 0

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = 0
return code = 0

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

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

OCI_ERROR
error = 1405

OCI_SUCCESS
error = 0
indicator = -1

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

OCI_ERROR
error = 1405
return code = 1405

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

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

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

OCI_ERROR
error = 1406

OCI_ERROR
error = 1406
indicator = data_len

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

OCI_SUCCESS_WITH_INFO
error = 24345
return code = 1405

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

他の値を戻す関数他の値を戻す関数他の値を戻す関数他の値を戻す関数
一部の関数では、表 2-3にリストされている OCIエラー・コード以外の値を戻します。これ
らの関数を使用する場合は必ず、OUTパラメータからではなく、ファンクション・コール
から直接値が戻ることを考慮してください。それぞれの関数と戻り値の詳細は、第 III部と
第 IV部を参照してください。

� OCICollMax()

� OCIRawPtr()

� OCIRawSize()

� OCIRefHexSize()

� OCIRefIsEqual()

� OCIRefIsNull()

� OCIStringPtr()

� OCIStringSize()
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その他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドラインその他のコーディング・ガイドライン
この項では、Oracleコール・インタフェースを使用してアプリケーションをコーディングす
る際に注意が必要な、その他の要因を説明します。

パラメータの型パラメータの型パラメータの型パラメータの型
OCI関数には整数、ハンドル、文字列など、多様なデータ型のパラメータを使用することが
できます。パラメータの型によっては注意事項があり、次の項で説明します。

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

アドレス・パラメータアドレス・パラメータアドレス・パラメータアドレス・パラメータ
アドレス・パラメータでは、変数のアドレスを Oracleに渡します。Cでは、通常スカラー・
パラメータを値で渡すので、Cで開発する場合は、パラメータがアドレスであることに注意
してください。すべてのケースで、ポインタは注意して渡す必要があります。

整数パラメータ整数パラメータ整数パラメータ整数パラメータ
2進整数パラメータは、サイズがシステムによって異なる数値です。short型 2進整数パラ
メータも、サイズがシステムによって異なる数値ですが、サイズはより短くなります。使用
しているシステムでのこれらの整数のサイズについては、システム固有の Oracleマニュア
ルを参照してください。

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

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

7.xアップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意アップグレードの注意 : 旧バージョンの OCIとは異なり、リリース 8.0では NULL
で終わる文字列の文字列長パラメータ用に -1を渡さないでください。

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

     INSERT INTO emp (ename, empno, deptno)
        VALUES (NULL, 8010, 20)
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この文では、ENAME列がNULLになります。

別の方法として、OCIバインド・コールで標識変数を使用する方法があります。詳細は、
2-31ページの「標識変数」を参照してください。

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

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

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

C言語には NULL値の概念がありません。したがって、標識変数と入力変数を関連付けるこ
とによって、関連付けられたプレース・ホルダが NULLであるかどうかを指定します。デー
タが Oracleに渡されるとき、これらの標識変数の値によって、NULLがデータベース・
フィールドに割り当てられているかどうかが判断されます。

出力変数では、標識変数によって、Oracleから戻された値がNULLまたは切り捨てられた
値であるかどうかを判断します。 NULLフェッチ（OCIStmtFetch()）または切捨て
（OCIStmtExecute()または OCIStmtFetch()）の場合は、OCIコールにより OCI_SUCCESSが
戻されます。対応する標識変数は、表 2-8「出力標識値」にリストされた該当する値に設定
されます。アプリケーションが対応する OCIDefineByPos()コールでリターン・コード変数を
提供すると、OCIはそのリターン・コード変数に ORA-01405（NULLフェッチ用）または
ORA-01406（切捨て用）の値を割り当てます。

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

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

表表表表 2-7  入力標識値入力標識値入力標識値入力標識値

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

-1 Oracleは NULLを列に割り当て、入力変数の値は無視します。

>=0 入力変数の値を列に割り当てます。
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出力出力出力出力
出力については、Oracleは次の値を標識変数に割り当てます。

表表表表 2-8  出力標識値出力標識値出力標識値出力標識値

名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および名前付きデータ型用および REF用の標識変数用の標識変数用の標識変数用の標識変数
新しい（リリース 8.0）データ型の標識変数は、前述の説明どおりに機能します。例外は
SQLT_NTY（名前付きデータ型）です。SQLT_REF型のデータでは、他の変数型と同様に、
標準のスカラー標識を使用します。SQLT_NTY型のデータの場合、標識変数は標識構造体
へのポインタである必要があります。

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

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

名前付きデータ型および REFの標識パラメータ設定の詳細は、第 15章「OCIリレー
ショナル関数」の OCIBindByName()と OCIBindByPos()の説明、12-3ページの「名前付
きデータ型および REFバインドの情報」および 12-5ページの「名前付きデータ型、
REF定義および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。

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

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

出力標識値出力標識値出力標識値出力標識値 意味意味意味意味

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

-1 選択された値が NULLで、出力変数の値は変更されません。

0 完全な値をホスト変数に割り当てます。

>0 項目の長さが出力変数の長さよりも長いため、項目を切り捨てま
す。標識変数に戻された正の値は、切捨て前の実際の長さです。
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長時間実行されたり繰り返されているコールをオペレーティング・システムへの割込みによ
り取り消した場合は、エラー・コード ORA-01013（ユーザーによってカレント操作の取消し
が要求されました。）が戻されます。

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

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

位置指定の更新および削除位置指定の更新および削除位置指定の更新および削除位置指定の更新および削除
SELECT...FOR UPDATE OF...文に関連付けられた ROWIDを、後の UPDATE文または
DELETE文に使用できます。ROWIDは文ハンドルに対して OCIAttrGet()をコールして取り
出すことができ、これによりこのハンドルの OCI_ATTR_ROWID属性を取り出せます。

たとえば、次のような SQL文があるとします。

SELECT ename FROM emp WHERE empno = 7499 FOR UPDATE OF sal

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

OCIRowid *rowid;   /* the rowid in opaque format */
/* allocate descriptor with OCIDescriptorAlloc() */
err = OCIDescriptorAlloc ((dvoid *) envhp, (dvoid **) &rowid,
     (ub4) OCI_TYPE_ROWID, (size_t) 0, (dvoid **) 0));
err = OCIAttrGet ((dvoid*) mystmtp, OCI_HTYPE_STMT, 
     (dvoid*) rowid, (ub4 *) 0, OCI_ATTR_ROWID, (OCIError *) myerrhp);

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

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

これは、新しい salary（給与）をプレース・ホルダ :1にバインドし、MY_ROWIDを :2に 
バインドして行います。MY_ROWIDを :2にバインドする場合は、必ずデータ型コード
104（ROWID記述子）を使用してください。 
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プリフェッチを使用して、ROWIDの配列を後続のバッチ更新で使用するために選択できま
す。ROWIDの詳細は、3-5ページの「汎用 ROWID」および 3-12ページの「ROWID」を参
照してください。

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

Oracle予約済名前領域予約済名前領域予約済名前領域予約済名前領域
表 2-9「Oracle予約済名前領域」は、Oracleによって予約されている名前領域のリストで
す。Oracleライブラリ内の関数名の最初の文字列は、このリストの文字列に制限されていま
す。名前が競合する可能性があるため、これらの文字列で始まる関数名を付けないでくださ
い。 たとえば、Net8 Transparent Network Serviceの関数はすべて、NSという文字で始まり
ます。このため、NSで始まるネーミング関数名を付けないようにする必要があります。

表表表表 2-9  Oracle予約済名前領域予約済名前領域予約済名前領域予約済名前領域

名前領域名前領域名前領域名前領域 ライブラリライブラリライブラリライブラリ

XA XAアプリケーション専用の外部関数

SQ Oracleのプリコンパイラおよび SQL*Moduleアプリケーション
で使用される外部 SQLLIB関数

O、OCI 外部 OCI関数、内部 OCI関数

UPI、KP Oracle UPIレイヤーの関数名

NA
NC
ND
NL 
NM 
NR
NS
NT
NZ
OSN
TTC

Net8 Native services product
Net8 RPC project
Net8 Directory
Net8 Network Library layer
Net8 Net Management Project
Net8 Interchange
Net8 Transparent Network Service
Net8 Drivers
Net8 Security Service
SQL*Net V1
Net8 Two task 

GEN、L、ORA コア・ライブラリ関数
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表 2-9「Oracle予約済名前領域」のリストには、Oracle予約済名前領域のすべての関数は含
まれていません。特定の名前領域のすべての関数リストは、該当する Oracleライブラリに
対応したドキュメントを参照してください。

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

アプリケーションのリンクアプリケーションのリンクアプリケーションのリンクアプリケーションのリンク
OCI各バージョンの非遅延リンクおよびシングル・タスク・リンクへの対応など、アプリ
ケーション・リンク・モードの詳細は、1-24ページの「アプリケーションのリンクの問題」
を参照してください。

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

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

LI、LM、LX Oracle NLSレイヤーの関数名

S システム依存ライブラリの関数名

表表表表 2-9  Oracle予約済名前領域（続き）予約済名前領域（続き）予約済名前領域（続き）予約済名前領域（続き）

名前領域名前領域名前領域名前領域 ライブラリライブラリライブラリライブラリ

OCIコール�

ブロック化モード�

OCI_ERROROCI_SUCCESS

非ブロック化モード�

OCI_ERROROCI_SUCCESS

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

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

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

注意注意注意注意 : 非ブロック化 OCIコールの再試行の待機中に、アプリケーションで他の OCI
コールを発行することはできません。他の OCIコールを発行すると、ORA-03124エ
ラーが発生します。この規則の唯一の例外は、OCIBreak()および OCIReset()です。これ
らのコールの詳細は、2-37ページの「非ブロック化コールの取消し」を参照してくださ
い。

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

注意注意注意注意 :  パラメータとしてサーバー・コンテキスト・ハンドルまたはサービス・コンテキ
スト・ハンドルを持つ関数のみが、OCI_STILL_EXECUTINGを戻します。
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非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し非ブロック化コールの取消し
OCIBreak()関数を使用することにより、長時間実行している OCIコールを取り消すことがで
きます。OCIコールの実行中に OCIBreak()を発行した後で、OCIReset()コールを発行して非
同期操作およびプロトコルをリセットする必要があります。

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

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

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

� 1つまたは複数の SQL文

� 変数宣言

� 代入文

� IF...THEN...ELSE文やループなどのプロシージャ型制御文

� 例外処理

OCIプログラムで PL/SQLブロックを使用して、次の操作ができます。

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

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

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

� カーソル変数の使用

� Oracle8 Server内のオブジェクトの操作

注意注意注意注意 : OCIで直接処理できるのは無名ブロックのみであり、名前付きパッケージまたは
名前付きプロシージャは処理できないのに対し、ユーザーはいつでもパッケージ・コー
ルまたはプロシージャ・コールを無名ブロック内に入れ、そのブロックを処理すること
ができます。

警告警告警告警告 : PL/SQLコードを記述する場合は、解析機能により、「--」で始まるものは改行ま
ですべてコメントとみなされることに注意してください。 「--」を使用してコメントを
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OCIプログラムでの PL/SQL使用
各行に示した場合、Cコンパイラでは各行に改行「\n」が挿入されず、すべての行が
PL/SQLブロックで単一行として連結されます。この特定のケースでは、ある行がコメ
ントで終わっている場合、解析機能は次の行の PL/SQLコード抽出に失敗してしまいま
す。 この問題を回避するには、各「--」コメントの後に「\n」を入れ、そこでコメント
が必ず終了するよう注意してください。

PL/SQLブロックのコーディングの詳細は、『 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。
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デー
3

データ型データ型データ型データ型

この章は、OCIアプリケーションで使用する Oracle外部データ型についてのリファレンス
です。最新リリースから新しく加わった特殊なデータ型を含め、Oracleデータ型についても
説明しています。この章の情報は、独自に作成したプログラムと Oracleの間でデータを転
送する場合に行われる、データの内部表現と外部表現の変換を理解するうえで役に立ちま
す。 この章は、次のトピックで構成されています。

� Oracleデータ型

� 内部データ型

� 外部データ型

� 新しい Oracle外部データ型

� データ変換

� 型コード

� oratypes.hの定義

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

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

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

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

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

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

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

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

SELECT sal FROM emp WHERE empno = :employee_number

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

ただし、給与情報を 2進数浮動小数点値として戻す場合は、FLOAT（コード = 4）外部デー
タ型を指定します。また、valuepパラメータに適切な型の変数を定義する必要があります。

Oracleでは、ほとんどのデータ変換が透過的に実行されます。また、ほとんどすべての外部
データ型を指定できるため、特殊なタスクを実行できます。たとえば、DATE外部データ型
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Oracleデータ型
（コード = 12）を使用すると、文字変換を行わずに純粋な 2進形式で DATE値を入出力でき
ます。詳細は、3-13ページの DATE外部データ型の説明を参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle内部データ型の詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してく
ださい。問合せでの選択リスト項目記述の詳細は、4-11ページの「選択リスト項目の記
述」を参照してください。
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外部データ型コード外部データ型コード外部データ型コード外部データ型コード
Oracleでは、外部データ型コードによって、プログラムでのホスト変数のデータ表現方法が
指定されます。これによって、プログラムの出力変数にデータが戻されるときの変換方法、
または入力（バインド）変数から Oracleの列値へのデータ変換方法が決まります。たとえ
ば、Oracle列のNUMBERを可変長文字配列に変換する場合は、出力変数を定義する
OCIDefineByPos()コールで VARCHAR2外部データ型コードを指定します。

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

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

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

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型
次の表は、Oracle内部（組込み）データ型を各型の最大内部長およびデータ型コードととも
に示しています。

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

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

VARCHAR2, NVARCHAR2 4000バイト 1

NUMBER 21バイト 2

LONG 2^31-1バイト (2GB) 8

ROWID 10バイト 11

DATE 7バイト 12

RAW 2000バイト 23

LONG RAW 2^31-1バイト 24

CHAR, NCHAR 2000バイト 96

ユーザー定義型（オブジェクト
型、VARRAY、NESTED 
TABLE）

<該当なし > 108

REF <該当なし > 111

CLOB, NCLOB 4GB 112

BLOB 4GB 113
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内部データ型
これらの組込みデータ型の詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。次
の各項では、これらのデータ型に関する OCIについて詳しく説明します。

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

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

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

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

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

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

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

BFILE 4GB 114

UROWID 4000バイト 208

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

Oracle内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型 最大内部長最大内部長最大内部長最大内部長 データ型コードデータ型コードデータ型コードデータ型コード
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外部データ型
UROWIDデータ型の列を使用するには、COMPATIBLE初期化パラメータの値を 8.1以上に
設定する必要があります。

次のホスト変数を、汎用 ROWIDにバインドできます。

� SQLT_CHR（VARCHAR2）

� SQLT_VCS（VARCHAR）

� SQLT_STR（NULLで終了する文字列）

� SQLT_LVC（LONG VARCHAR）

� SLQT_AFC（CHAR）

� SQLT_AVC（CHARZ）

� SQLT_VST（OCI文字列）

� SQLT_RDD（ROWID記述子）

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

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

外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型

プログラム変数の型プログラム変数の型プログラム変数の型プログラム変数の型 OCI定義の定数定義の定数定義の定数定義の定数名前名前名前名前 コードコードコードコード

VARCHAR2 1 char[n] SQLT_CHR

NUMBER 2 unsigned char[21] SQLT_NUM

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

16ビット符号付き
INTEGER

3 signed short、signed int SQLT_INT

32ビット符号付き
INTEGER

3 signed int、signed long SQLT_INT

FLOAT 4 float、double SQLT_FLT

NULLで終了する STRING 5 char[n+1] SQLT_STR

VARNUM 6 char[22] SQLT_VNU

LONG 8 char[n] SQLT_LNG

VARCHAR 9 char[n+sizeof(short integer)] SQLT_VCS
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外部データ型
ROWID 11 char[n] SQLT_RID（注意 1を参照）

DATE 12 char[7] SQLT_DAT

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

SQLT_VBI

RAW 23 unsigned char[n] SQLT_BIN

LONG RAW 24 unsigned char[n] SQLT_LBI

UNSIGNED INT 68 unsigned SQLT_UIN

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

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

SQLT_LVB

CHAR 96 char[n] SQLT_AFC

CHARZ 97 char[n+1] SQLT_AVC

ROWID記述子 104 OCIRowid SQLT_RDD

NAMED DATA TYPE 108 struct SQLT_NTY

REF 110 OCIRef SQLT_REF

CLOB 112 OCILobLocator（注意 3を参
照）

SQLT_CLOB

BLOB 113 OCILobLocator（注意 3を参
照）

SQLT_BLOB

BFILE 114 OCILobLocator SQLT_FILE

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

OCI日付型 156 OCIDate SQLT_ODT（注意 2を参照）

注意注意注意注意 : 

（1） この型はバージョン 7.xの OCIコールでのみ有効です。Oracle8i OCIアプリケーションでは、ROWID記述子
（型 104）を使用する必要があります。

（2） これらのデータ型の使用方法の詳細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照してくだ
さい。

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

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

外部データ型外部データ型外部データ型外部データ型

プログラム変数の型プログラム変数の型プログラム変数の型プログラム変数の型 OCI定義の定数定義の定数定義の定数定義の定数名前名前名前名前 コードコードコードコード
データ型 3-7



外部データ型
注意注意注意注意 : データ長が nとなっている場合、nは可変でプログラム（ROWIDの場合はオペ
レーティング・システム）の要件に依存します。

次に、それぞれの外部データ型について説明します。リリース 8.0から新しく加わったデー
タ型の詳細は、3-16ページの「新しい Oracle外部データ型」を参照してください。

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

� ブール、SQLT_BOL

� 索引付き表、SQLT_TAB

� レコード、SQLT_REC

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

注意注意注意注意 : Oracleオブジェクトを使用する場合は、一連の事前定義済み OCI関数を使用する
ことにより、特殊な OCIString外部データ型を扱うことができます。このデータ型の詳
細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照してください。

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

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

注意注意注意注意 : 後続の NULLは除去されません。変数は NULLで終了させずに、空白埋めする
必要があります。

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

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

出力出力出力出力
OCIDefineByPos()コールの value_szパラメータで、または、PL/SQLブロックの場合は
OCIBindByName()か OCIBindByPos()の value_sz パラメータで、戻り値の希望の長さを指定
します。長さとして 0（ゼロ）を指定した場合、データは戻されません。
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外部データ型
OCIDefineByPos()の rlenpパラメータを省略すると、戻される値はバッファ長に達するまで
空白が埋め込まれ、空白文字の文字列として NULLが戻されます。rlenpを指定した場合、
戻り値は空白埋めされません。そのかわりに、実際の長さが rlenpパラメータに戻されます。

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

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

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

注意注意注意注意 : Oracleデータベース・サーバー内でオブジェクトを使用する場合は、一連の事前
定義済み OCI関数を使用して、特殊なOCINumberデータ型を扱うことができます。
このデータ型の詳細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照
してください。

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

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

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

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

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

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

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

STRING
NULLで終了する STRING形式は、文字列に NULL終了文字が必要なことを除けば、
VARCHAR2形式（データ型コード 1）と同じような働きをします。 このデータ型は、特に
C言語のプログラムで有用です。

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

ORA-01480: STRバインド値に終了の NULLがありません。

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

注意注意注意注意 : 以前の OCIバージョンとは異なり、リリース 8.0では、NULLで終わる文字列の
文字列長パラメータに -1を渡すことはできません。

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

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

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

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

表表表表 3-3  VARNUMの例の例の例の例

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

0 1 128 該当なし 該当なし

5 2 193 6 該当なし

-5 3 62 96 102

2767 3 194 28、68 該当なし

-2767 4 61 74、34 102

100000 2 195 11 該当なし

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

VARCHAR
VARCHARデータ型では、長さが異なる文字列が格納されます。先頭 2バイトには文字列
の長さが入り、残りのバイトに文字列が入ります。バインド・コールまたは定義コールで指
定する文字列の長さはこの長さデータ 2バイトを含める必要があるため、受け渡しできる最
大の VARCHAR文字列長は 65535バイトではなく、65533バイトとなります。それより長
い文字列の変換には、LONG VARCHAR外部データ型を使用してください。 

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

SELECT ROWID, ename, empno FROM emp

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

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

Oracle8i OCIでは、ROWIDへのアクセスは ROWID記述子を使用して行います。この記述
子はバインド変数または定義変数として使用できます。ROWID記述子の使用方法の詳細は、
2-14ページの「記述子」および 2-33ページの「位置指定の更新および削除」を参照してく
ださい。
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DATE
DATEデータ型では、Oracle内部日付 2進形式を使用して、日付の値を更新、挿入または検
索できます。バイナリ形式の日付は、表 3-4に示すとおり 7バイトです。

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

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

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

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

注意注意注意注意 :  Oracleデータベースでオブジェクトを使用している場合は、一連の事前定義済み
OCI関数を使用することにより、特殊な OCIDateデータ型を扱うことができます。こ
のデータ型の詳細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照し
てください。

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

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

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

バイトバイトバイトバイト 1 2 3 4 5 6 7

意味 世紀 年 月 日 時 分 秒

例
（1992年 11月 30日
午後 3時 17分）

119 192 11 30 16 18 1
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OCIDefineByPos()、OCIBindByName()、OCIBindByPos()、OCIStmtGetPieceInfo()および
OCIStmtSetPieceInfo() によって提供されるピース単位機能を使用して、RAW（または LONG 
RAW）列を扱う挿入、更新またはフェッチを実行できます。

注意注意注意注意 : Oracleデータベースでオブジェクトを使用する場合は、一連の事前定義済み OCI
関数を使用して、特殊な OCIRawデータ型を扱うことができます。このデータ型の詳
細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照してください。

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

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

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

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

LONG VARRAW
LONG VARRAWデータ型は、Oracle LONG RAW列からデータを格納する場合、または
Oracle LONG RAW列にデータを格納する場合に使用します。長さは、先頭の 4バイトに入
ります。最大長は、2^31-5バイトです。
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CHAR
CHARデータ型は最長 2000の文字列です。CHAR文字列は空白埋め比較方法（『Oracle8i 
SQLリファレンス』を参照）で比較されます。

入力入力入力入力
長さは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールの value_szパラメータによって決
まります。

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

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

CHARの場合、value_szパラメータには負の値を使用できません。

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

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

内部 NUMBERデータ型から文字列への出力を要求することもできます。数値変換は、使用
しているシステムの各国語サポート機能によって規定される 規則に従って行われます。たと
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えば、システムが、ピリオド（.）ではなくカンマ（,）を小数点として認識するように構成
されている場合もあります。 

CHARZ
CHARZ外部データ型は、入力時に文字列が NULL文字で終了していること、および出力時
に Oracleが文字列の最後に NULL終了文字を置くことを除けば、CHARデータ型と類似し
ています。NULL終了文字は入出力時に文字列を区切るためのもので、表のデータの一部で
はありません。

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

char my_num[] = "123.45";

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

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

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIでの名前付きデータ型の取扱いの詳細は、このマニュアルの第 II部を参
照してください。

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIで REFを使用する場合の詳細は、このマニュアルの第 II部を参照して
ください。

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

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

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

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

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

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

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

SQLまたは OCIObjectPin()を使用して、常に最初にロケータをフェッチしてから、ロケータ
を使用して操作を実行します。OCI関数が実際の LOB値をパラメータとして受け取ること
はありません。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI LOB関数の詳細は、第 7章「LOBおよび FILE操作」を参照してくださ
い。

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

� SQLT_BLOB - バイナリ LOBデータ型

� SQLT_CLOB - キャラクタ LOBデータ型

NCLOBは、以下の用件を伴う CLOBの特殊型です。

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

� CLOBSおよびNCLOBSを含むコールの amount（amtp）パラメータは常に、バイトでは
なく固定幅キャラクタ・セットの文字として解釈されます。詳細は、7-4ページの
「LOBおよび FILEの関数」を参照してください。

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

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

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

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

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

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

� SQLT_BLOB - バイナリ FILE LOBデータ型

ディレクトリ別名の詳細は、 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェク
ト』を参照してください。
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BLOB
BLOBデータ型には、非構造化バイナリ・ラージ・オブジェクトが格納されます。BLOBは、
キャラクタ・セットとしての意味を持たないビットストリームであると考えることができま
す。BLOBには、最大 4GBのバイナリ・データを格納できます。

BLOBは完全なトランザクション・サポートを備えています。OCIを通じて行った変更は、
完全にトランザクションで使用できます。BLOB値を操作した場合は、それをコミットまた
はロールバックできます。1つのトランザクション内で変数の BLOBロケータを保存し、次
にそれを別のトランザクションまたはセッションで使用することはできません。 

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

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

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

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

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

新しい新しい新しい新しい Cデータ型マップデータ型マップデータ型マップデータ型マップ
OCIでは、ユーザー定義のデータ型を C表現にマッピングするために使用される、Oracle
定義の Cデータ型がサポートされるようになりました（OCINumber、OCIArrayなど）。
OCIでは、これらのデータ型を操作するための一連の OCIコールが用意されています。こ
れらのデータ型は、OCI外部データ型コードとともに、バインド操作および定義操作で使用
できます。これらの Oracle定義 Cデータ型の使用方法の詳細は、第 11章「オブジェクト・
リレーショナル・データ型」を参照してください。
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データ変換データ変換データ変換データ変換
表 3-5は、リリース 7.3で使用可能な全データ型について、内部 Oracleデータ型から外部
データ型、および外部データ型から内部列表現へのサポートされている変換を示していま
す。 リリース 7.3以降加わった新しいデータ型のデータ変換の詳細は、次のとおりです。

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

� SQLT_REFは、入力時に REFの内部表現に変換されます。

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

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

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

� OCIString、OCINumberおよびその他の新しい Oracleデータ型の詳細は、第 11章「オ
ブジェクト・リレーショナル・データ型」および第 12章「オブジェクト・アプリケー
ションでの バインドおよび定義」を参照してください。

表表表表 3-5  データ変換データ変換データ変換データ変換 

外部外部外部外部

データ型データ型データ型データ型

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型

1
VARCHAR2

2
NUMBER

8
LONG

11
ROWID

12
DATE

23
RAW

24
LONG RAW

96
CHAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ROWID I I I/O I

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

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

23 RAW I/O(6) I(5、6) I/O I/O I/O(6)
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型コード型コード型コード型コード
Oracleの型はそれぞれ、スカラー、コレクション、参照、オブジェクト型のどれであって
も、他と重複しない型コードと関連付けられています。この型コードで型を識別します。ま
た、この型コードはオブジェクト型属性についての情報を管理するために Oracleで使用さ
れます。この型コード・システムは、汎用的で拡張可能に設計されており、Oracleデータ型
への 1対 1の直接マップには連結されていません。次の SQL文で考えてみます。

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

CREATE TABLE my_table AS TABLE OF my_type;

24 LONG RAW O(6) I(5、6) I/O I/O O(6)

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

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

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

96 CHAR I/O I/O I/O I/O(1) I/O(2) I/O(3) I(3) I/O

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

104 ROWID DESC.

注意注意注意注意 : 

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

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

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

（4） 出力時、列値は有効な数値を表している必要があります。

（5） 長さは 2000以下であることが必要です。

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

凡例 : 

I = 入力時のみ有効な変換

O = 出力時のみ有効な変換

I/O = 入力時または出力時に有効
な変換

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

外部外部外部外部

データ型データ型データ型データ型

内部データ型内部データ型内部データ型内部データ型

1
VARCHAR2

2
NUMBER

8
LONG

11
ROWID

12
DATE

23
RAW

24
LONG RAW

96
CHAR
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これらの文では、オブジェクト型とオブジェクト表を作成します。作成された際に、
my_tableには 3つの列がありますが、これらはすべて Oracle NUMBER型となります。こ
れは、SMALLINTと INTEGERが内部的にNUMBERにマップするためです。ただし、
my_typeの属性の内部表現は、これら 3つの属性のデータ型の区別を次のように維持しま
す。attr1は OCI_TYPECODE_NUMBER、attr2は OCI_TYPECODE_INTEGER、そして
attr3は OCI_TYPECODE_SMALLINTです。アプリケーションで my_typeを記述する場
合、これらの型コードが戻されます。

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

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

表表表表 3-6  OCITypeCode値値値値 

値値値値 データ型データ型データ型データ型

OCI_TYPECODE_REF REF

OCI_TYPECODE_DATE 日付

OCI_TYPECODE_REAL 単精度実数

OCI_TYPECODE_DOUBLE 倍精度実数

OCI_TYPECODE_FLOAT 浮動小数点

OCI_TYPECODE_NUMBER Oracle数値

OCI_TYPECODE_DECIMAL 10進数

OCI_TYPECODE_OCTET 8進数

OCI_TYPECODE_INTEGER INTEGER

OCI_TYPECODE_SMALLINT small整数

OCI_TYPECODE_RAW RAW

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

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

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

OCI_TYPECODE_VARRAY 可変長配列（VARRAY）

OCI_TYPECODE_TABLE 多重集合

OCI_TYPECODE_CLOB キャラクタ・ラージ・オブジェクト（CLOB）
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SQLT値および値および値および値および OCI_TYPECODE値の関係値の関係値の関係値の関係
Oracleでは、2種類のデータ型コード値のセットを認識します。これらのセットの 1つは
SQLT_接頭辞、もう 1つは OCI_TYPECODE_接頭辞によって区別されます。

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

多くの場合、SQLT値と OCI_TYPECODE値の間で、ダイレクト・マッピングがあります。
ただし、1対 1のダイレクト・マッピングがない場合もあります。たとえば、
OCI_TYPECODE_SIGNED16および OCI_TYPECODE_SIGNED32、
OCI_TYPECODE_INTEGER、OCI_TYPECODE_OCTET、OCI_TYPECODE_SMALLINTは
すべて、SQLT_INT型にマップされます。

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

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

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

OCI_TYPECODE_OBJECT 名前付きオブジェクト型

OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION ドメイン（名前付き基本型）

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

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

BFILE OCI_TYPECODE_BFILE SQLT_BFILE

BLOB OCI_TYPECODE_BLOB SQLT_BLOB

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

CLOB OCI_TYPECODE_CLOB SQLT_CLOB

COLLECTION OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION SQLT_NCO

DATE OCI_TYPECODE_DATE SQLT_DAT

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

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

DOUBLE OCI_TYPECODE_DOUBLE SQLT_FLT (8)

表表表表 3-6  OCITypeCode値値値値 （続き）（続き）（続き）（続き）

値値値値 データ型データ型データ型データ型
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INTEGER OCI_TYPECODE_INTEGER SQLT_INT (i) [注意 4]

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

OCTET OCI_TYPECODE_OCTET SQLT_INT (1)

POINTER OCI_TYPECODE_PTR <なし >

RAW OCI_TYPECODE_RAW SQLT_LVB

REAL OCI_TYPECODE_REAL SQLT_FLT (4)

REF OCI_TYPECODE_REF SQLT_REF

OBJECT OCI_TYPECODE_OBJECT SQLT_NTY

SIGNED(8) OCI_TYPECODE_SIGNED8 SQLT_INT (1)

SIGNED(16) OCI_TYPECODE_SIGNED16 SQLT_INT (2)

SIGNED(32) OCI_TYPECODE_SIGNED32 SQLT_INT (4)

SMALLINT OCI_TYPECODE_SMALLINT SQLT_INT (i) [注意 4]

TABLE [注意 6] OCI_TYPECODE_TABLE <なし >

TABLE（索引付き表） OCI_TYPECODE_ITABLE SQLT_TAB

UNSIGNED(8) OCI_TYPECODE_UNSIGNED8 SQLT_UIN (1)

UNSIGNED(16) OCI_TYPECODE_UNSIGNED16 SQLT_UIN (2)

UNSIGNED(32) OCI_TYPECODE_UNSIGNED32 SQLT_UIN (4)

VARRAY [注意 6] OCI_TYPECODE_VARRAY <なし >

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

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

注意注意注意注意 : 

1. nはバイト単位の文字列サイズです。

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

3. これは小数点以下の数値を伴わない NUMBERと等価です。

4. iはバイト単位の数値サイズで、OCIコールの一部として設定されます。

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

6. 名前付きコレクション型の一部としてのみ可能です。

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

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

注意注意注意注意 : oratypes.h でのデータ型の使用は、OCIにパラメータを渡す手段としてサポートさ
れています。

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

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

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

� 概要

� SQL文の処理

� 文の準備

� バインド

� 文の実行

� 選択リスト項目の記述

� 定義

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

この図では、各ステップについて、対応する OCIファンクション・コールを示しています。
複数のコールが必要な場合もあります。

前述のステップの詳細は、次の項を参照してください。

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

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

� 複数トランザクションの開始および管理

� 実行の複数スレッドの管理

� ピース単位の挿入、更新またはフェッチの実行

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

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

プレースホルダの�
バインド*

文の実行�

選択リスト�
項目の記述*

出力変数の定義*

データのフェッチと�
処理*

文の準備�

* 必要に応じて実行されるステップです�

OCIStmtPrepare()

OCIStmtExecute()

OCIStmtFetch()

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

OCIParamGet()
OCIAttrGet()

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

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI アプリケーションでの PL/SQL使用方法の詳細は、2-38ページの「OCI
プログラムでの PL/SQL使用」を参照してください。 

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

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

属性値属性値属性値属性値 文の種類文の種類文の種類文の種類

OCI_STMT_SELECT SELECT文

OCI_STMT_UPDATE UPDATE文

OCI_STMT_DELETE DELETE文

OCI_STMT_INSERT INSERT文

OCI_STMT_CREATE CREATE文

OCI_STMT_DROP DROP文

OCI_STMT_ALTER ALTER文

OCI_STMT_BEGIN BEGIN...（PL/SQL）

OCI_STMT_DECLARE DECLARE...（PL/SQL）
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複数のサーバーで準備完了文を使用する方法複数のサーバーで準備完了文を使用する方法複数のサーバーで準備完了文を使用する方法複数のサーバーで準備完了文を使用する方法
文ハンドルとサーバーの個々のサービス・コンテキスト・ハンドルの再関連付けによって、
準備完了アプリケーション要求を実行時に複数のサーバーに対して実行できます。新たな関
連付けが行われると、現行のサービス・コンテキスト・ハンドルと文ハンドル間の関連付け
についてキャッシュされている情報はすべて失われます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

バインド操作のインプリメントの詳細は、第 5章「バインドと定義」を参照してください。

文の実行文の実行文の実行文の実行
OCIアプリケーションは、OCIStmtExecute()を使用して、準備完了文を個別に実行します。
構文の詳細は、15-159ページの OCIStmtExecute()を参照してください。

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

問合せの選択リスト各項目に対し、問合せの結果を受け取るため、OCIアプリケーションで
出力変数を定義してください。定義ステップでは、バッファのアドレスおよび取り出すデー
タの型を指示します。

注意注意注意注意 : OCIStmtExecute()コール前に出力変数が SELECT文に対して定義されている場
合、itersパラメータで指定した行数が定義済の出力バッファへ直接フェッチされ、プリ
フェッチ・カウントと等価な追加行がプリフェッチされます。追加行がない場合、
フェッチは OCIStmtFetch()をコールしないで完了します。

問合せ以外の場合は、配列操作中の文の実行回数は iters - rowoff と等しくなります。rowoff
はバインド配列のオフセットであり、OCIStmtExecute()コールのパラメータでもあります。 
たとえば、10項目の配列が INSERT文の 1個のプレース・ホルダにバインドされていて、
itersが 10と設定されている場合、 rowoff が 0（ゼロ）であれば、10項目すべてが 1回の実行
コールで挿入されます。 rowoffに 2が設定されていれば、挿入されるのは 8項目のみです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 出力変数定義の詳細は 4-14ページの「定義」を参照してください。

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 記述子の詳細は、2-14ページの「記述子」を参照してください。

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

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

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

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

� OCI_DEFAULT -このモードで OCIStmtExecute()をコールすると、文が実行されます。
また、選択リストに関する記述情報が暗黙的に戻されます。

� OCI_DESCRIBE_ONLY - このモードは、実行の前に問合せを記述するユーザー用です。
OCIStmtExecute()をこのモードでコールすると、文は実行されませんが、選択リスト記
述は戻されます。

� OCI_COMMIT_ON_SUCCESS -このモードで文を実行した場合、実行が正常に終了す
ると、実行後にカレント・トランザクションがコミットされます。

� OCI_EXACT_FETCH -アプリケーションでフェッチする正確な行数があらかじめわかっ
ている場合に使用します。 

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

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

注意注意注意注意 : この機能は、リリース 8.1サーバーに対して実行中の Oracle8i OCIライブラリに
リンクされているアプリケーションでのみ使用可能です。また、この項で説明している
新しいプログラム・ロジックを反映するために、アプリケーションをコーディングし直
す必要があります。

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

このモードは次のように使用します。

1. OCIStmtExecute()コールの modeパラメータとして OCI_BATCH_ERRORSを指定しま
す。

2. OCIStmtExecute()で配列 DML操作を実行した後、アプリケーションでは文ハンドルで
OCIAttrGet()をコールして OCI_ATTR_NUM_DML_ERRORS属性を取り出すことによ
り、操作中に発生したエラーの番号を取り出すことができます。たとえば、次のとおり
です。

ub4   num_errs;
OCIAttrGet(stmtp, OCI_HTYPE_STMT, &num_err, 0, OCI_ATTR_NUM_DML_ERRORS, errhp);

3. エラーのリストが取り出されると、エラー・ハンドルが解放されます。 

アプリケーションでは、OCIParamGet()を使用して、OCIStmtExecute()コールに渡され
たエラー・ハンドルから各エラーを行情報とともに抽出します。この情報を取り出すに
は、アプリケーションで OCIParamGet()コール用の追加の新しいエラー・ハンドルを割
り当てる必要があります。この新しいエラー・ハンドルには、バッチとして記録された
エラー情報が含まれています。アプリケーションでは、OCIErrorGet()で各エラーの構
文を取得し、新しいエラー・ハンドルで OCIAttrGet()をコールすることにより、エラー
が発生した行のオフセットを（DML配列内に）取得します。

たとえば、num_errsの結果が取り出された後で、アプリケーションから次のコールを
発行する可能性があります。
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文の実行
...
OCIError errhndl;
for (i=0; i<num_errs; i++) 
{
   OCIParamGet(errhp, OCI_HTYPE_ERROR, errhp, &errhndl, i+1);
   OCIAttrGet(errhndl, OCI_HTYPE_ERROR, &row_offset, 0,
       OCI_ATTR_DML_ROW_OFFSET, errhp);
   OCIErrorGet(..., errhndl, ...);
...

次に、アプリケーションではバッチとして記録されたエラーから取り出された診断情報
を使用し、配列内の該当するエントリのバインド情報を修正できます。該当するバイン
ド・バッファが修正または更新されると、アプリケーションでそれに対応する DML文
を再実行できます。

アプリケーションではコンパイル時には最初の実行でエラーの原因となる行を検出でき
ないため、実行時に該当するバッファを渡すことにより、次の実行のバインドを動的に
実行する必要があります。ユーザーは、最初の DML操作での配列バインドで使用され
たバインド・バッファを再使用できます。

バッチ・エラー・モードの例バッチ・エラー・モードの例バッチ・エラー・モードの例バッチ・エラー・モードの例
次のコードは、この実行モードの使用方法の例を示しています。この例では、表に 5つの行
を（NUMBERおよび CHAR型の 2つの列とともに）挿入するアプリケーションがあるものと
します。さらに、2つの行（1および 3）のみが最初の DML操作で正常に挿入されるものと
します。 ユーザーは次に、データ（最初の操作で挿入された誤ったデータ）を修正し、修正
したデータの UPDATEを発行します。ユーザーは文ハンドル stmtp1および stmtp2を使
用して、INSERTおよび UPDATEをそれぞれ発行します。

...
OCIBind *bindp1[2], *bindp2[2];
ub4 num_errs, row_off[MAXROWS], number[MAXROWS] = {1,2,3,4,5};
char grade[MAXROWS] = {'A','B','C','D','E'};
...
/* Array bind all the positions */
OCIBindByPos (stmtp1,&bindp1[0],errhp,1,(dvoid *)&number[0],
     sizeof(number[0]),SQLT_NUM,(dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,
            0,(ub4 *)0,OCI_DEFAULT);
OCIBindByPos (stmtp1,&bindp1[1],errhp,2,(dvoid *)&grade[0], 
     sizeof(grade[0],SQLT_CHR,(dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,
            (ub4 *)0,OCI_DEFAULT);
/* execute the array INSERT */
OCIStmtExecute (svchp,stmtp1,errhp,5,0,0,0,OCI_BATCH_ERRORS);
/* get the number of errors */
OCIAttrGet (stmtp1, OCI_HTYPE_STMT, &num_errs, 0,
            OCI_ATTR_NUM_DML_ERRORS, errhp);
if (num_errs) {
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文の実行
   /* The user can do one of two things: 1) Allocate as many  */
   /* error handles as number of errors and free all handles  */
   /* at a later time; or 2) Allocate one err handle and reuse */
   /* the same handle for all the errors */
   OCIError *errhndl[num_errs];
   for (i = 0; i < num_errs; i++) {
      OCIParamGet(errhp, OCI_HTYPE_ERROR, errhp, &errhndl[i], i+1);
      OCIAttrGet (errhndl[i], OCI_HTYPE_ERROR, &row_off[i], 0, 
                  OCI_ATTR_DML_ROW_OFFSET, errhp);
      /* get server diagnostics */
      OCIErrorGet (..., errhndl[i], ...); 
      }
   }
/* make corrections to bind data */
OCIBindByPos (stmtp2,&bindp2[0],errhp,1,(dvoid *)0,0,SQLT_NUM, 
     (dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,(ub4 *)0,OCI_DATA_AT_EXEC);
OCIBindByPos (stmtp2,&bindp2[1],errhp,2,(dvoid *)0,0,SQLT_DAT, 
     (dvoid *)0, (ub2 *)0,(ub2 *)0,0,(ub4 *)0,OCI_DATA_AT_EXEC);
/* register the callback for each bind handle */
OCIBindDynamic (bindp2[0],errhp,row_off,my_callback,0,0);
OCIBindDynamic (bindp2[1],errhp,row_off,my_callback,0,0);
/* execute the UPDATE statement */
OCIStmtExecute (svchp,stmtp2,errhp,2,0,0,0,OCI_BATCH_ERRORS);
...

この例では、どの行がエラーとともに戻されるかコンパイル時にはわからないため、
OCIBindDynamic()をコールバックとともに使用しています。 コールバックを使用すると、
row_offに格納したエラー行の番号をコールバック・コンテキストを通じて渡し、更新また
は修正の必要があるそれらの行のみを送信することができます。INSERTの実行と UPDATE
の実行で、同じバインド・バッファを共有できます。
4-10 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



選択リスト項目の記述
選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述選択リスト項目の記述
OCIアプリケーションで問合せを処理する場合には、選択リストの項目に関して詳細な情報
を取得する必要があります。 実行時まで問合せの内容がわからない動的問合せの場合は、特
にそうです。そのような場合、プログラムでは、選択リスト項目のデータ型および列の長さ
に関する情報を取得する必要があります。 この情報は、問合せの結果を受け取る出力変数を
定義するために必要です。

たとえば、ユーザーが次の問合せを入力したとします。

SELECT * FROM employees

プログラムには、employees表の列についての事前情報はありません。

Oracle8iで使用可能な記述の種類には、暗黙的および明示的の 2つがあります。暗黙的な記
述は、サーバーから記述情報を取り出すのに特別なコールを必要としない記述です。ただ
し、その情報にアクセスするには特別なコールが必要です。 明示的な記述は、サーバーから
記述情報を得るために、アプリケーションから特定の関数をコールする必要がある記述で
す。

アプリケーションでは、選択リスト（問合せ）を暗黙的にも明示的にも記述できます。 その
他のスキーマ要素は、明示的に記述する必要があります。

暗黙的な記述の場合、アプリケーションでは、文の実行が終わった後に文ハンドルの属性と
して選択リストの情報を取得できます。特定の記述コールは必要ありません。記述コールが
不要なため、これは暗黙的と呼ばれます。記述情報は何もしなくても実行時に供給されま
す。 

ユーザーは、実行前に、問合せを明示的に記述することを選択できます。 そのためには、
OCIStmtExecute()のモードとして OCI_DESCRIBE_ONLYを指定します。OCIStmtExecute()
をこのモードでコールすると、文は実行されませんが、選択リスト記述は戻されます。ただ
しパフォーマンスを向上させるには、標準な文の実行時に何もしなくても得られる暗黙的記
述をアプリケーションで活用することをお薦めします。

OCIDescribeAny()コールを使用した明示的な記述では、選択リストではなく、スキーマ・オ
ブジェクトに関する情報を取得します。

すべての場合において、列およびデータ型に関する特定の情報は、ハンドル属性を読み取る
ことによって検索されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIDescribeAny()によるスキーマ・オブジェクトに関するメタデータの取得
方法の詳細は、第 6章「スキーマ・メタデータの記述」を参照してください。
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暗黙的記述暗黙的記述暗黙的記述暗黙的記述
SQL文を実行した後、文ハンドルの属性として選択リストに関する情報を取得できます。 明
示的な記述コールは必要ありません。

アプリケーションで文ハンドルから選択リストに関する情報を取り出すには、選択リストの
各位置に対して OCIParamGet()を 1回ずつコールし、その位置のパラメータ記述子を割り当
てる必要があります。選択リスト位置は 1が基準となります。これは選択リストの最初の項
目が位置番号 1であることを意味しています。

複数の選択リストに関する情報を取り出すには、最初に posパラメータを 1と設定した
OCIParamGet()をコールし、次に posの値を反復して、ORA-24334の OCI_ERRORが戻され
るまで OCIParamGet()コールを繰り返します。 また、アプリケーションでは、列をランダム
に取得するために、位置 nを指定できます。

アプリケーションでは、選択リストの位置のパラメータ記述子を割り当てた後、パラメータ
記述子について OCIAttrGet()をコールすることによって、特定の情報を取り出せます。 パラ
メータ記述子から取得できる情報として、データ型とパラメータの最大サイズがあります。

次のコード例では、問合せ実行に続く問合せに対応した列名やデータ型を取り出すループを
示しています。 この問合せは、事前に OCIStmtPrepare()のコールによって文ハンドルと関連
付けられています。

OCIParam     *mypard;
ub4          counter;
ub2          dtype;
text         *col_name;
ub4          col_name_len;
sb4          parm_status;

...

/* Request a parameter descriptor for position 1 in the select-list */
counter = 1;
parm_status = OCIParamGet(stmthp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &mypard,
               (ub4) counter);

/* Loop only if a descriptor was successfully retrieved for
   current position, starting at 1 */
while (parm_status==OCI_SUCCESS) {

/* Retrieve the data type attribute */
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) mypard, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
                 (dvoid*) &dtype,(ub4 *) 0, (ub4) OCI_ATTR_DATA_TYPE, 
                (OCIError *) errhp  ));

/* Retrieve the column name attribute */
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) mypard, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
       (dvoid**) &col_name,(ub4 *) &col_name_len, (ub4) OCI_ATTR_NAME, 
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       (OCIError *) errhp ));

printf("column=%s  datatype=%d\n\n", col_name, dtype);
fflush(stdout);

/* increment counter and get next descriptor, if there is one */
counter++;
parm_status = OCIParamGet(stmthp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &mypard,
             (ub4) counter);
}

注意注意注意注意 : 最初の OCIParamGet()コールのエラー処理は、この例に含まれていません。省略
記号（...）は、この例で部分的にコードを省略した箇所を示しています。

checkerr()関数は、エラー処理に使用します。完全なリストは、付録 B「OCIデモ・プロ
グラム」の最初のサンプル・アプリケーションを参照してください。

OCIAttrGet()および OCIParamGet()のコールは、ネットワーク・ラウンドトリップを必要と
しないローカル・コールです。これは、文の実行後すべての選択リスト情報がクライアント
側にキャッシュされるためです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのコールの詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」の
OCIParamGet()および OCIAttrGet()の説明を参照してください。

OCIAttrGet()で読み込めるパラメータ記述子の特定の属性のリストは、6-5ページの
「パラメータ属性」を参照してください。

問合せの明示的記述問合せの明示的記述問合せの明示的記述問合せの明示的記述
ユーザーは、実行前に、問合せを明示的に記述することを選択できます。 そのためには、
OCIStmtExecute()のモードとして OCI_DESCRIBE_ONLYを指定します。OCIStmtExecute()
をこのモードでコールすると、文は実行されませんが、選択リスト記述は戻されます。

注意注意注意注意 : パフォーマンスを向上させるには、アプリケーションではデフォルト・モードで
文を実行し、実行に伴う暗黙的な記述を使用することをお薦めします。

次の短い例では、このメカニズムを使用して、選択リストの明示的な記述を実行し、選択リ
ストの列に関する情報を戻しています。この疑似コードでは、列情報（たとえばデータ型）
を取り出す方法を示します。

/* initialize svchp, stmhp, errhp, rowoff, iters, snap_in, snap_out */
/* set the execution mode to OCI_DESCRIBE_ONLY. Note that setting the mode to 
OCI_DEFAULT does an implicit describe of the statement in addition to executing the 
statement */

OCIParam *colhd;   /* column handle */
checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmhp, errhp, iters, rowoff, 
        snap_in, snap_out, OCI_DESCRIBE_ONLY);

/* Get the number of columns in the query */
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checkerr(errhp, OCIAttrGet(stmhp, OCI_HTYPE_STMT, &numcols, 
                      0, OCI_ATTR_PARAM_COUNT, errh));

/* go through the column list and retrieve the data type of each column. We start 
from pos = 1 */
for (i = 1; i <= numcols; i++)
{
  /* get parameter for column i */
  checkerr(errhp, OCIParamGet(stmhp, OCI_HTYPE_STMT, errh, &colhd, i));

  /* get data-type of column i */
  checkerr(errhp, OCIAttrGet(colhd, OCI_DTYPE_PARAM,
          &type[i-1], 0, OCI_ATTR_DATA_TYPE, errh));
}

定義定義定義定義
問合せ文は、データベースのデータをアプリケーションに戻します。問合せを処理するとき
には、データを取り出す選択リストの各項目について、出力変数または出力変数の配列を定
義する必要があります。 定義ステップでは、戻される結果の格納場所と格納形式を決定する
関連付けを行います。

たとえば、OCI文で次の文を処理するとします。

SELECT name, ssn FROM employees
    WHERE empno = :empnum

この場合、通常は 2つの出力変数を定義する必要があります。1つは、name列から戻され
る値を受け取るための変数、もう 1つは ssn列から戻される値を受け取るための変数です。

定義操作のインプリメントの詳細は、第 5章「バインドと定義」を参照してください。
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結果のフェッチ結果のフェッチ結果のフェッチ結果のフェッチ
OCIアプリケーションで問合せを実行した場合、通常は、文の実行後に OCIStmtFetch()を使
用して、結果をフェッチする必要があります。

フェッチされたデータは、定義操作で指定した出力変数に格納されます。

注意注意注意注意 : OCIStmtExecute()のコール前に SELECT文用の出力変数を定義している場合は、
itersパラメータで指定した行数が、定義済出力バッファに直接フェッチされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの文により、5-19ページの「定義に使用するステップ」のコード例に
対応付けられたデータがフェッチされます。 詳細は、そのコード例を参照してください。

出力変数の定義の詳細は、5-18ページの「定義」を参照してください。

LOBデータのフェッチデータのフェッチデータのフェッチデータのフェッチ
LOB列または属性が選択リストの一部である場合、問合せの結果として LOBロケータが戻
されます。 実際の LOB値は、フェッチでは戻されません。 アプリケーションでは、LOBロ
ケータに対してさらに操作を実行できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIでの LOBロケータ取扱いの詳細は、第 7章「LOBおよび FILE操作」を
参照してください。

プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定プリフェッチ・カウントの設定
サーバー・ラウンドトリップを最小限にし、アプリケーションのパフォーマンスを最大化す
るために、OCIでは問合せの実行時に結果行セットをプリフェッチできます。 OCIのプログ
ラマは、OCIAttrSet()関数を使用して、文ハンドルの OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS属性、
または OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY属性を設定することにより、このプリフェッチを
カスタマイズできます。属性は次のように使用します。

� OCI_ATTR_PREFETCH_ROWSは、プリフェッチする行数を設定します。

� OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYは、プリフェッチする行に割り当てられたメモリー
を設定します。 その後、アプリケーションではメモリーの容量が許すかぎり、行数を
フェッチします。

これらの属性を設定すると、OCIでは、OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYで設定した最大
メモリーを超えない限り、OCI_ATTR_PREFETCH_ROWSで設定した行数まで行をプリ
フェッチします。この場合 OCIは、OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORYのバッファ・サイ
ズに適応した行数を戻します。

デフォルトでは、プリフェッチはオンになっており、OCIでは、常に 1行余分にフェッチし
ます。プリフェッチをオフにするには、OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS属性および
OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY属性の両方に 0（ゼロ）を設定します。
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注意注意注意注意 : LONG列が問合せの一部である場合、プリフェッチは無効になります。 問合せに
よってデータではなく LOBロケータが戻されるため、LOB列を含む問合せがプリ
フェッチできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのハンドル属性の詳細は、A-15ページの「文ハンドルの属性」を参照
してください。
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バインドと定義バインドと定義バインドと定義バインドと定義

この章では、第 2章「OCIプログラミングの基本」で紹介したバインドと定義の基本概念を
もう一度取り上げ、OCIアプリケーションで使用できる様々な種類のバインドと定義を詳し
く説明します。さらに、構造体配列の使用方法、およびバインド、定義、文字変換における
諸問題についても説明します。

この章は、次のトピックで構成されています。

� バインド

� 拡張バインド操作

� 定義

� 拡張定義操作

� 構造体配列

� RETURNING句を使用した DML

� NCHARおよび文字の変換問題

� PL/SQL REF CURSORおよびNESTED TABLE

� ランタイム・データ割当てとピース単位操作

注意注意注意注意 : オブジェクト・アプリケーション用の新規 Oracleデータ型のバインドおよび定義
の詳細は、第 12章「オブジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」を参
照してください。
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バインドバインドバインドバインド
大部分の DML文と一部の問合せ（WHERE句を使用した問合せなど）では、プログラムで
データを SQLまたは PL/SQL文の一部として Oracleに渡す必要があります。このような
データは、プログラムのコンパイル時にわかっている定数またはリテラル・データです。た
とえば、次の SQL文は従業員をデータベースへ追加するものですが、これには 'BESTRY'お
よび 2365などのリテラルがいくつか含まれています。

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

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

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

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

入力変数のプレース・ホルダは、DELETE文、INSERT文、SELECT文、UPDATE文あるい
は PL/SQLブロックで、式またはリテラル値を使用できる位置であれば文中のどの位置でも
使用できます。PL/SQLでは、出力変数にもプレース・ホルダを使用できます。

注意注意注意注意 : プレース・ホルダを使用して表や列などの他の Oracleオブジェクトの名前は指定
できません。

SQL文または PL/SQLブロックの各プレース・ホルダに対して、プログラム内の変数のア
ドレスをプレース・ホルダにバインドする OCIルーチンをコールする必要があります。
Oracleでは、文を実行すると、プログラムで入力変数またはバインド変数に入れたデータが
読み取られ、それが SQL文でサーバーに渡されます。バインド・ステップを実行する際、
必ずしもバインド変数にデータが入っている必要はありません。バインド・ステップでは、
変数のアドレス、データ型および長さを指定するのみです。

注意注意注意注意 : バインド時にプログラム変数にデータが含まれていない場合は、
OCIStmtExecute()を使用して SQL文または PL/SQLブロックを実行するときに、必ず
有効なデータが含まれるようにする必要があります。

たとえば、次のような INSERT文があるとします。

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

次のように変数を宣言したとします。
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text     *ename, *job
sword    empno, sal, deptno

バインド・ステップでは、プレース・ホルダ名とプログラム変数のアドレス間の関連付けを
行います。また、図 5-1に示すように、バインドでは、プログラム変数のデータ型と長さを
指定します。この例がインプリメントされているコードは、5-6ページの「バインドで使用
するステップ」を参照してください。

図図図図 5-1  OCIBindByName()を使用したプレース・ホルダとプログラム変数の関連付けを使用したプレース・ホルダとプログラム変数の関連付けを使用したプレース・ホルダとプログラム変数の関連付けを使用したプレース・ホルダとプログラム変数の関連付け

バインド変数の値のみを変更した場合は、文を再実行するために再バインドする必要はあり
ません。バインドは参照による結合であるため、バインド変数のアドレスおよびバインド・
ハンドルが有効である限り、再バインドせずに、変数を参照する文を再実行できます。

注意注意注意注意 :  インタフェース・レベルの場合は、バインド変数はすべて INであるとみなされ
るため、適切に初期化する必要があります。変数が純 OUTバインド変数の場合は、こ
の変数を 0（ゼロ）に設定できます。また、NULL標識を使用して、その標識を -1
（NULL）に設定することもできます。

Oracle Serverでは、名前付きデータ型、REFおよび LOB用の新しいデータ型がインプリメ
ントされています。新しいデータ型は、SQL文中でプレース・ホルダとしてバインドできま
す。

注意注意注意注意 : 記述子やロケータなど、ユーザーにサイズがわからない不透明なデータ型の場合
は、記述子またはロケータ・ポインタのアドレスを渡す必要があります。サイズ・パラ
メータに、適切なデータ構造のサイズを設定します（たとえば、
sizeof(structure)）。

INSERT INTO emp

OCIBindByName ( )

(empno, ename, job, sal, deptno)

VALUES (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)

アドレス� &empno ename job &sal &deptno

データ型� integer string string integer integer

長さ� sizeof(empno) strlen(ename)+1 strlen(job)+1 sizeof(sal) sizeof(deptno)
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名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド名前付きバインドおよび定位置バインド
前述の項の SQL文は、「名前付きバインド」の例です。文の各プレース・ホルダには、
'ename'や 'sal'などの名前が関連付けられています。この文を準備し、プレース・ホルダを
アプリケーションの値に関連付けるときは、OCIBindByName()コールの placeholderパラメー
タでプレース・ホルダの名前を渡し、プレース・ホルダの名前による関連付けを行います。

もう 1つの型のバインドは、定位置バインドです。定位置バインドでは、プレース・ホルダ
は名前ではなく文中の位置によって参照されます。このバインドでは、OCIBindByPos()コー
ルを使用して、入力値とプレース・ホルダの位置との間の関連付けを行います。

前の項に示した例は、定位置バインドにも使用できます。

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

5つのプレース・ホルダは、OCIBindByPos()をコールし、positionパラメータでプレース・
ホルダの位置番号を渡すことによって、それぞれバインドされます。たとえば、
OCIBindByPos()をコールすることによって、:empnoプレース・ホルダは位置 1に、
:enameは位置 2にというようにバインドされます。

重複バインドの場合、1つのバインド・コールのみが必要です。次の SQL文について考えて
みます。この SQL文は、コミッションと給料の両方が指定の金額よりも大きい従業員を
データベースで問い合せます。

SELECT empno FROM emp
    WHERE sal > :some_value
    AND comm > :some_value

OCIアプリケーションでは、OCIBindByName()を 1回コールするのみで、:some_valueプ
レース・ホルダを名前によってバインドし、この文のバインドを完了できます。この場合、
2番目のプレース・ホルダは、最初のプレース・ホルダからのバインド情報を継承します。

OCI配列インタフェース配列インタフェース配列インタフェース配列インタフェース
Oracleにデータを渡すには、様々な方法があります。OCIStmtExecute()ルーチンを使用して
SQL文を繰り返し実行し、反復のたびに異なる入力値を指定することもできます。別の方法
として、Oracle配列インタフェースを使用すると、単一の文と OCIStmtExecute()のコール 1
回のみで、多数の値を入力できます。その場合、配列を入力プレース・ホルダにバインド
し、itersパラメータで制御して配列全体を同時に渡すことができます。

配列インタフェースを使用すると、大量のデータを更新したり挿入したりする必要がある場
合に、Oracleとのやりとりを大幅に削減できます。この削減により、通信量の多いクライア
ント /サーバー環境では、大きなパフォーマンスの向上につながります。たとえば、データ
ベースに 10行挿入するアプリケーションを考えてみます。OCIStmtExecute()を 10回、それ
ぞれ 1個の値を指定してコールすると、すべてのデータを挿入するにはネットワーク・ラウ
ンドトリップが 10回必要です。入力配列を使用すると、OCIStmtExecute()を 1回コールす
るのみで同じことができ、ネットワーク・ラウンドトリップは 1回のみで済みます。
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注意注意注意注意 : OCI配列インタフェースを使用して挿入を行う場合は、各挿入行が挿入されるた
びに、データベース内の行トリガーが起動します。

PL/SQLのプレース・ホルダのバインドのプレース・ホルダのバインドのプレース・ホルダのバインドのプレース・ホルダのバインド
PL/SQLブロックの処理は、単一の SQL文の場合と同じようにそのブロックを文字列変数
に入れて、任意の変数をバインドし、ブロックを含む文を実行して行います。

PL/SQLブロックのプレース・ホルダをプログラム変数にバインドする場合は、
OCIBindByName()か OCIBindByPos()を使用して基本バインドを行います。
OCIBindByName()か OCIBindByPos()を使用すると、スカラーか配列のどちらかのホスト変
数をバインドできます。

次の短い PL/SQLブロックには 2つのプレース・ホルダが含まれ、従業員番号と新規給与額
に基づき、従業員の給与を更新するプロシージャへの INパラメータを表します。

char plsql_statement[] = "BEGIN\
                          RAISE_SALARY(:emp_number, :new_sal);\
                          END;" ;

これらのプレース・ホルダは、SQL文のプレース・ホルダと同じ方法で入力変数にバインド
できます。

PL/SQL文を処理するとき、出力変数もまたバインド・コールを使用してプログラム変数に
関連付けられます。

たとえば、次のような PL/SQLブロックがあるとします。

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

OCIBindByName()を使用して、変数を :emp_name、:salary、および :commission各出
力プレース・ホルダにバインドし、入力プレース・ホルダ :emp_numberにも変数をバイン
ドします。

7.xアップグレードのアップグレードのアップグレードのアップグレードの注意注意注意注意 : Oracle7 OCIでは、アプリケーションで初期化するのは IN
バインド・バッファのみで十分でした。Oracle8iでは、バインド・コールでバッファ長
を 0（ゼロ）に設定するか、または対応する標識を -1に設定して、純 OUTバッファの
場合も含め、すべてのバッファを初期化する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQLプレース・ホルダのバインドに関する詳細は、12-3ページの「名前
付きデータ型および REFバインドの情報」を参照してください。
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バインドで使用するステップバインドで使用するステップバインドで使用するステップバインドで使用するステップ
プレース・ホルダをバインドするには、1つ以上のステップがあります。単純なスカラー・
バインドまたは配列バインドの場合は、プレース・ホルダとデータとの関連付けを指定する
のみです。これは、名前 OCIBindByName()）による OCIバインド、または定位置
（OCIBindByPos()）コールによる OCIバインドを使用して行います。

注意注意注意注意 : バインド型の違いについては、5-4ページの「名前付きバインドおよび定位置バ
インド」を参照してください。

バインドが完了すると、SQL文の実行時には、入力データの位置や PL/SQL出力データを
入れる位置が OCIライブラリに対して明らかになります。5-2ページの「バインド」で説明
したとおり、プログラム入力データは、プログラム変数をプレース・ホルダにバインドする
際にプログラム変数内に存在する必要はありませんが、文を実行する際には存在する必要が
あります。

次のコード例は、SQL文の 5つのプレース・ホルダそれぞれのハンドル割当てとバインドを
示しています。

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

...
/* The SQL statement, associated with stmthp (the statement handle)
by calling OCIStmtPrepare() */
text *insert = (text *) "INSERT INTO emp(empno, ename, job, sal, deptno)\
    VALUES (:empno, :ename, :job, :sal, :deptno)";
...

/*  Bind the placeholders in the SQL statement, one per bind handle. */
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":ENAME",
    strlen(":ENAME"), (ub1 *) ename, enamelen+1, STRING_TYPE, (dvoid *) 0,
    (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":JOB",
    strlen(":JOB"), (ub1 *) job, joblen+1, STRING_TYPE, (dvoid *)
    &job_ind, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd3p, errhp, (text *) ":SAL",
    strlen(":SAL"), (ub1 *) &sal, (sword) sizeof(sal), INT_TYPE,
    (dvoid *) &sal_ind, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, 
    OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd4p, errhp, (text *) ":DEPTNO",
    strlen(":DEPTNO"), (ub1 *) &deptno,(sword) sizeof(deptno), INT_TYPE, 
    (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT))
checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd5p, errhp, (text *) ":EMPNO",
    strlen(":EMPNO"), (ub1 *) &empno, (sword) sizeof(empno), INT_TYPE,
    (dvoid *) 0, (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0,OCI_DEFAULT))
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PL/SQLの例の例の例の例
OCIプログラム中の PL/SQLブロックで最もよく使用されるのは、おそらくストアド・プロ
シージャまたはストアド・ファンクションのコールです。たとえば、データベース中に
RAISE_SALARYというプロシージャが格納されており、これを OCIプログラムからコール
するとします。そのためには、そのプロシージャに対するコールを無名の PL/SQLブロック
に埋め込み、OCIプログラムの PL/SQLブロックを処理します。

次に示すプログラムの一部分は、ストアド・プロシージャ・コールを OCIアプリケーション
に埋め込む方法の例です。簡潔にするために、ここではプログラムに関連する部分のみを示
しています。

このプログラムでは、これらのパラメータを受け取る raise_salaryというストアド・プ
ロシージャへの入力として、従業員番号と新しい給与が渡されます。

raise_salary (employee_num IN, sal_increase IN, new_salary OUT);

このプロシージャでは、指定された従業員給与に指定された額が上乗せされます。増額され
た給与はストアド・プロシージャの OUT変数 new_salaryに復帰し、この値がプログラム
で表示されます。

/* Define PL/SQL statement to be used in program. */
text *give_raise = (text *) "BEGIN\
                  RAISE_SALARY(:emp_number,:sal_increase, :new_salary);\
                     END;";
OCIBind  *bnd1p = NULL;                      /* the first bind handle */
OCIBind  *bnd2p = NULL;                     /* the second bind handle */
OCIBind  *bnd3p = NULL;                      /* the third bind handle */

static void checkerr();
sb4 status;

main()
{
  sword    empno, raise, new_sal;
  dvoid    *tmp;
  OCISession *usrhp = (OCISession *)NULL; 
...
/* attach to database server, and perform necessary initializations
and authorizations */
...
      /* allocate a statement handle */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
           OCI_HTYPE_STMT, 100, (dvoid **) &tmp));

      /* prepare the statement request, passing the PL/SQL text
        block as the statement to be prepared */
checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) give_raise, (ub4) 
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      strlen(give_raise), OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT));

      /* bind each of the placeholders to a program variable */
 checkerr( errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":emp_number",
             -1, (ub1 *) &empno,
            (sword) sizeof(empno), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

 checkerr( errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":sal_increase",
             -1, (ub1 *) &raise,
             (sword) sizeof(raise), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

      /* remember that PL/SQL OUT variable are bound, not defined */

checkerr( OCIBindByName(stmthp, &bnd3p, errhp, (text *) ":new_salary",
             -1, (ub1 *) &new_sal,
             (sword) sizeof(new_sal), SQLT_INT, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, (ub2) 0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, OCI_DEFAULT));

      /* prompt the user for input values */
printf("Enter the employee number: ");
scanf("%d", &empno); 
      /* flush the input buffer */
myfflush();

printf("Enter employee's raise: ");
scanf("%d", &raise);
      /* flush the input buffer */
myfflush();

  /* execute PL/SQL block*/
  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
      (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, OCI_DEFAULT));

  /* display the new salary, following the raise */
printf("The new salary is %d\n", new_sal);
}

このプログラムの出力例を次に示します。実行前の従業員 7954番の給与は 2000です。

Enter the employee number: 7954
Enter employee's raise: 1000
The new salary is 3000.
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拡張バインド拡張バインド拡張バインド拡張バインド
前項では、単純なスカラー・バインドを実行する方法を例で示しました。その例では、必要
なバインド・コールは 1回のみでした。場合によっては、特定のバインド・データ型または
実行モードについて特定の属性を定義するために、追加のバインド・コールが必要です。こ
のような高度なバインド操作については、次の項で説明しています。

Oracleには、オブジェクト属性をマップする事前定義済みの Cデータ型もあります。
OCIDateやOCINumberなど、これらのデータ型のバインドの詳細は、第 12章「オブジェ
クト・アプリケーションでの バインドおよび定義」を参照してください。

拡張バインド操作拡張バインド操作拡張バインド操作拡張バインド操作
4-5ページの「バインド」では、OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、SQL
文のプレース・ホルダとプログラム変数間の関連付けを行うための基本バインド操作の方法
について説明しました。

この項では、マルチステップ・バインドおよび名前付きデータ型バインド、REFのバインド
などの拡張バインド操作について説明します。

場合によっては、特定のバインド・データ型または特定の実行モードについて特定の属性を
定義するために、追加のバインド・コールが必要です。

以降の項ではこの特別なケースについて説明します。バインドの詳細は、表 5-1「バインド
型の違いについて」にまとめてあります。
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静的配列バインド静的配列バインド静的配列バインド静的配列バインド
静的配列バインドの属性は、OCIの構造体配列バインド・コール OCIBindArrayOfStruct()を
使用して設定します。このコールは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールに
従って作成します。

注意注意注意注意 : 静的配列バインドは、スカラー配列型または名前付きデータ型の列のバインドの
ことではなく、PL/SQL表のバインドまたは SQL（INSERTまたは UPDATE）での複
数行操作のバインドのことを指します。

また、OCIBindArrayOfStruct()コールは、アプリケーションで、構造体配列機能を使用する
場合に必要なスキップ・パラメータを定義するために使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 構造体配列の使用方法の詳細は、5-22ページの「構造体配列」を参照してく
ださい。

名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド
名前付きデータ型（オブジェクト）のバインドの詳細は、12-2ページの「名前付きデータ型
のバインド」を参照してください。

REFのバインドのバインドのバインドのバインド
このトピックの詳細は、12-3ページの「REFのバインド」を参照してください。

LOBのバインドのバインドのバインドのバインド
LOBを操作する場合、実際の LOB値ではなく、LOBロケータがバインドされます。LOB値
は、LOBロケータを OCI LOB関数に渡すことにより書込みや読込みが行われます。

単一のバインド・コール内で、単一のロケータをバインドすることも、 ロケータの配列をバ
インドすることもできます。どちらのケースでも、アプリケーションは、ロケータそのもの
ではなく、「LOBロケータのアドレス」を渡す必要があります。たとえば、アプリケーショ
ンで、次のような SQL文を用意したとします。

INSERT INTO some_table VALUES (:one_lob)

この SQL文では、:one_lobが、1つの LOB列に対応するバインド変数です。このとき、
次のような宣言をしたとします。

OCILobLocator * one_lob;

次のようなステップを使用して、プレース・ホルダをバインドし、文を実行します。

/* initialize single locator */
one_lob = OCIDescriptorAlloc(...OCI_DTYPE_LOB...);
...
/* pass the address of the locator */
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OCIBindByName(...,(dvoid *) &one_lob,...);
OCIStmtExecute(...,1,...)                /* 1 is the iters parameter */

注意注意注意注意 : ここでは例を簡潔にするために、ほとんどのパラメータを省略しています。

また、同一の SQL INSERT文を使用して、配列の挿入ができます。このケースでは、アプリ
ケーション内に次のコードが組み込まれている必要があります。

OCILobLocator * lob_array[10];
...
for (i=0; i<10, i++)
lob_array[i] = OCIDescriptorAlloc(...OCI_DTYPE_LOB...);
                                     /* initialize array of locators */
...
OCIBindByName(...,(dvoid *) lob_array,...);
OCIStmtExecute(...,10,...);               /* 10 is the iters parameter */

記述子は、使用する前に OCIDescriptorAlloc()ルーチンによって割り当てる必要があること
に注意してください。ロケータの配列の場合は、OCIDescriptorAlloc()を使用して、各配列要
素を初期化する必要があります。BLOB、CLOBおよび NCLOBを割り当てる場合は、
OCI_DTYPE_LOBを typeパラメータとして使用します。 BFILEを割り当てる場合は、
OCI_DTYPE_FILEを使用します。

Oracleでは、あらゆるサイズの LOBで INSERTと UPDATEのバインドが可能です。 
OCIBindByPos()、OCIBindByName()および PL/SQLのバインドを使用すると、最大 4GBの
データを LOB列にバインドすることができます。 1行に複数の LOBを含めることができる
ため、同一の INSERT文または UPDATE文中の LOBそれぞれに対して最大 4GBのデータ
をバインドできます。 

4KBを超えるデータを LOB列にバインドする場合は、一時表領域の一部を使用します。 こ
の機能を使用するときは、一時表領域が最低でも、LOBバインドの長さの合計値に等しい量
のデータを格納できる大きさであることを確認してください。 一時表領域が拡張可能であれ
ば、既存の領域がいっぱいになると自動的に拡張されます。 次のコマンドを使用して、拡張
できる一時表領域を作成します。 

"CREATE TABLESPACE .. AUTOEXTENT ON ... TEMPORARY ..;"  
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LOBバインドに対する制限バインドに対する制限バインドに対する制限バインドに対する制限
� 表に LONG列と LOB列の両方がある場合は、どちらに対しても 4KBを超えるデータの
バインドが可能ですが、同一の文で両方を実行することはできません。

� オブジェクト・リレーショナル・データ型の LOB属性には、どのようなサイズのデータ
もバインドできません。LOB属性に対しては、空の LOBロケータを挿入し、OCILOB*
関数を使用して LOBの内容を変更する必要があります。

� Oracleでは、INSERT AS SELECT操作での LOB列に対するデータのバインドはできま
せん。

� 4000バイトを超えるデータに対しては、HEXから RAW、RAWからHEXなどの暗黙の
変換は行われません。 次の PL/SQLコードはその例です。

create table t (c1 clob, c2 blob);
declare
  text   varchar(32767);
  binbuf raw(32767);
begin
  text := lpad ('a', 12000, 'a');
  binbuf := utl_raw.cast_to_raw(text);

  -- The following works ...
  insert into t values (text, binbuf);

  -- The following won't work because Oracle won't do implicit 
  -- hex to raw conversion.
  insert into t (c2) values (text);  

  -- The following won't work because Oracle won't do implicit 
  -- raw to hex conversion.
  insert into t (c1) values (binbuf);  

  -- The following won't work because we can't combine the
  -- utl_raw.cast_to_raw() operator with the >4k bind.
  insert into t (c2) values (utl_raw.cast_to_raw(text));

end;
/

� ユーザーが 4000バイトを超えるデータを BLOBまたは CLOBにバインドし、データが
SQLオペレータによってフィルタされる場合は、結果のサイズが制限されて最大でも
4000バイトまでになります。たとえば、次のとおりです。

create table t (c1 clob, c2 blob);
-- The following command inserts only 4000 bytes because the result of
-- LPAD is limited to 4000 bytes
insert into t(c1) values (lpad('a', 5000, 'a')); 
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-- The following command inserts only 2000 bytes because the result of
-- LPAD is limited to 4000 bytes, and the implicit hex to raw conversion
-- converts it to 2000 bytes of RAW data.
insert into t(c2) values (lpad('a', 5000, 'a')); 

LOBのバインド例のバインド例のバインド例のバインド例
次の例で使用される SQL文について考えます。

CREATE TABLE foo( a INTEGER );
CREATE TYPE lob_typ( A1 CLOB );
CREATE TABLE lob_long_tab (C1 CLOB, C2 CLOB, CT3 lob_typ, L LONG);

例例例例 1  

void insert()                 /* A function in an OCI program */
{
   /* The following is allowed */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = "INSERT INTO lob_long_tab (C1, C2, L) 
                       VALUES (:1, :2, :3)";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[1], errhp, 2, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[2], errhp, 3, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}

例例例例 2  
void insert()
{
   /* The following is allowed */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = "INSERT INTO lob_long_tab (C1, L) 
                      VALUES (:1, :2)";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[1], errhp, 2, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}
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例例例例 3  

void insert()
{
   /* The following is allowed, no matter how many rows it updates */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = (text *)"UPDATE lob_long_tab SET 
                              C1 = :1, C2=:2, L=:3";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[1], errhp, 2, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[2], errhp, 3, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT); 
}

例例例例 4  

void insert()
{
   /* The following is allowed, no matter how many rows it updates */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = (text *)"UPDATE lob_long_tab SET 
                               C1 = :1, C2=:2, L=:3";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[1], errhp, 2, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[2], errhp, 3, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}
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例例例例 5  

void insert()
{
   /* Piecewise, callback and array insert/update operations similar to 
    * the allowed regular insert/update operations are also allowed */
}

例例例例 6  

void insert()
{
   /* The following is NOT allowed because we try to insert >4000 bytes
    * to both LOB and LONG columns */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = (text *)"INSERT INTO lob_long_tab (C1, L) 
                               VALUES (:1, :2)";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[1], errhp, 2, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}

例例例例 7  

void insert()
{
   /* The following is NOT allowed because we try to insert data into
    * LOB attributes */
   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = (text *)"INSERT INTO lob_long_tab (CT3) 
                               VALUES (lob_typ(:1))";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 2000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}

例例例例 8  

void insert()
{
   /* The following is NOT allowed because we try to do insert as 
    * select character data into LOB column */
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   ub1 buffer[8000];
   text *insert_sql = (text *)"INSERT INTO lob_long_tab (C1) SELECT
                               :1 from FOO";
   OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, insert_sql, strlen((char*)insert_sql), 
                 (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIBindByPos(stmthp, &bindhp[0], errhp, 1, (dvoid *)buffer, 8000, 
                SQLT_LNG, 0, 0, 0, 0, 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
   OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, OCI_DEFAULT);
}

その他の実行できない操作その他の実行できない操作その他の実行できない操作その他の実行できない操作
挿入操作と同様に、更新操作にも実行できないものがあります。 通常の INSERTや UPDATE
で禁止されている操作に類似した、INSERTまたは UPDATEのピース単位操作およびコー
ルバック操作も実行できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI LOB関数の詳細は、第 7章「LOBおよび FILE操作」を参照してくださ
い。

FILEのバインドのバインドのバインドのバインド
FILEロケータを INSERT文または UPDATE文のバインド変数として使用する場合、
INSERT文または UPDATE文を発行する前に、（OCILobFileSetName()を使用して）ディレク
トリ別名およびファイル名で、ロケータを初期化する必要があります。

OCI_DATA_AT_EXECモードでのバインドモードでのバインドモードでのバインドモードでのバインド
OCIBindByName()または OCIBindByPos()コールの modeパラメータが
OCI_DATA_AT_EXECに設定されているとき、アプリケーションで実行時にデータを提供
するコールバック・メソッドを使用する場合は、追加の OCIBindDynamic()コールが必要で
す。OCIBindDynamic()のコールは、提供されたデータまたはその一部を示すために、必要
に応じてコールバック・ルーチンを設定します。

OCI_DATA_AT_EXECモードを選択した場合でも、コールバックのかわりに標準の OCIの
ピース単位ポーリング・メソッドを使用する場合は、OCIBindDynamic()コールは必要あり
ません。

RETURN句の変数をバインドするとき、アプリケーションでは、OCI_DATA_AT_EXEC
モードを使用し、コールバックを提供する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  ピース単位操作の詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピー
ス単位操作」を参照してください。
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Refカーソル変数のバインドカーソル変数のバインドカーソル変数のバインドカーソル変数のバインド
REFカーソルは、バインド・データ型の SQLT_RSETを使用して、文ハンドルにバインドさ
れます。5-34ページの「PL/SQL REF CURSORおよびNESTED TABLE」を参照してくださ
い。

バインド情報の概要バインド情報の概要バインド情報の概要バインド情報の概要
次の表は、バインドの型別に必要なバインド・コールをまとめたものです。この表では、各
タイプの（OCIBindByName()または OCIBindByPos()の dtyパラメータで渡す）バインドの
データ型と、そのバインドを使用するときの注意事項を一覧にしています。

表表表表 5-1  バインド型の違いについてバインド型の違いについてバインド型の違いについてバインド型の違いについて 

バインドのタイプバインドのタイプバインドのタイプバインドのタイプ バインドのデータ型バインドのデータ型バインドのデータ型バインドのデータ型 注意注意注意注意

スカラー 任意のスカラー・
データ型

OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、単一のスカ
ラーをバインドします。

スカラーの配列 任意のスカラー・
データ型

OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、スカラーの
配列をバインドします。

名前付きデータ型 SQLT_NTY 2つのバインド・コールが必要です。

� OCIBindByName()または OCIBindByPos()

� OCIBindObject()

REF SQLT_REF 2つのバインド・コールが必要です。

� OCIBindByName()または OCIBindByPos()

� OCIBindObject()

LOB

BFILE

SQLT_BLOB

SQLT_CLOB

OCIDescriptorAlloc()を使用して LOBロケータを割り当てます。次
に LOBデータ型の 1つを使用して、そのアドレス
（OCILobLocator **）を OCIBindByName()または OCIBindByPos()
とバインドします。

構造体配列

 または静的配列

可変 2つのバインド・コールが必要です。

� OCIBindByName()または OCIBindByPos()

� OCIBindArrayOfStruct()

ピース単位挿入 可変 OCIBindByName()または OCIBindByPos() が必要。 また、ピース単
位コールバックを登録するために、アプリケーションで
OCIBindDynamic() コールが必要な場合もあります。

REFカーソル変数 SQLT_RSET 文ハンドル、OCIStmtを割り当ててから、SQLT_RSETデータ型を
使用して、その文ハンドルのアドレス（OCIStmt **）をバインド
します。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ型およびデータ型コードの詳細は、第 3章「データ型」を参照してく
ださい。

定義定義定義定義
問合せ文は、データベースのデータをアプリケーションに戻します。問合せを処理するとき
には、データを検索する選択リストの各項目について、出力変数または出力変数の配列を定
義する必要があります。定義ステップでは、戻される結果の格納場所と格納形式を判断する
関連付けを行います。

たとえば、OCI文で次の文を処理するとします。

SELECT name, ssn FROM employees
    WHERE empno = :empnum

この場合、通常は 2つの出力変数を定義する必要があります。1つは、name列から戻され
る値を受け取るための変数、もう 1つは ssn列から戻される値を受け取るための変数です。

注意注意注意注意 : name列の値のみを取り出す場合は、ssn列用の出力変数を定義する必要はあり
ません。

処理される SELECT文が、問合せに対して 1つ以上の値を戻す場合は、出力変数は、スカ
ラー値のかわりに配列を定義することができます。

注意注意注意注意 : アプリケーションによって、定義ステップが実行前になったり実行後になったり
します。アプリケーションをコーディングする時点で選択リスト項目のデータ型がわ
かっている場合には、文を実行する前に定義を行うことができます。これに対し、動的
SQL文（実行時にユーザーが入力する文など）、または次のように明確に定義された選
択リストがない文をアプリケーションで処理する場合があります。

SELECT * FROM employees

このような場合、アプリケーションでは出力変数を定義する前に文を実行し、記述情報
を取り出す必要があります。詳細は、4-11ページの「選択リスト項目の記述」を参照し
てください。

OCIでは、クライアント側で定義コールをローカルに処理します。定義ステップでは、結果
を格納するバッファの位置を指示し、さらに、データがアプリケーションに戻されるときに
必要に応じて行うデータ変換の種類を判断します。

OCIDefineByPos()コールの dtyパラメータでは、出力変数のデータ型を指定します。OCIで
は、データを出力変数にフェッチするときに広範囲のデータ変換を行うことができます。た
とえば、Oracle DATE形式の内部データは、出力時に、自動的に文字列データ型に変換でき
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  データ型および変換の詳細は、第 3章「データ型」を参照してください。
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定義に使用するステップ定義に使用するステップ定義に使用するステップ定義に使用するステップ
出力変数を定義するには、1つ以上のステップを実行します。基本的な定義は、定位置コー
ルの OCIDefineByPos()により、OCI定義を使用して完了します。このステップでは、選択リ
スト項目と出力変数との間の関連付けを行います。特定のデータ型またはフェッチ・モード
には追加の定義コールが必要です。

定義ステップが完了すると、OCIライブラリでは、データベースからデータをフェッチした
後にそのデータを入れる位置が明らかになります。

注意注意注意注意 :  SQL文の準備や実行を再びやり直すことなく、定義コールを再度行って再定義で
きます。

次のコード例では、実行と記述の後にスカラー出力変数を定義しています。

/* The following statement was prepared, and associated with statement
   handle stmthp1.

   SELECT dname FROM dept WHERE deptno = :dept_input

   The input placeholder was bound earlier, and the data comes from the
   user input below */

printf("Enter employee dept: ");
      scanf("%d", &deptno);
      myfflush();

/* Execute the statement. If OCIStmtExecute() returns OCI_NO_DATA, meaning that no 
data matches the query, then the department number is invalid. */
      if ((status = OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 0, 0, 0, 0, 
           OCI_DEFAULT))
          && (status != OCI_NO_DATA))
      {
        checkerr(errhp, status);
        do_exit(EXIT_FAILURE);
      }  
      if (status == OCI_NO_DATA) {
        printf("The dept you entered doesn't exist.\n");
        return 0;
        }
/* The next two statements describe the select-list item, dname, and
   return its length */
checkerr(errhp, OCIParamGet(stmthp1, errhp, &parmdp, (ub4) 1));
checkerr(errhp, OCIAttrGet((dvoid*) parmdp, (ub4) OCI_DTYPE_PARAM, 
       (dvoid*) &deptlen, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_ATTR_DATA_SIZE, 
       (OCIError *) errhp  ));

/* Use the retrieved length of dname to allocate an output buffer, and
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   then define the output variable. If the define call returns an error,
   exit the application */
  dept = (text *) malloc((int) deptlen + 1);
  if (status = OCIDefineByPos(stmthp1, &defnp, errhp,
             1, (ub1 *) dept, deptlen+1,
             SQLT_STRING, (dvoid *) 0,
             (ub2 *) 0, OCI_DEFAULT))
  {
    checkerr(errhp, status);
    do_exit(EXIT_FAILURE);
  }

記述ステップの説明は、4-11ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

拡張定義拡張定義拡張定義拡張定義
場合によっては、定義ステップでは OCIDefineByPos()のコールのみでなく、他のコールも必
要です。配列のフェッチ（OCIDefineArrayOfStruct()）または 名前付きデータ型のフェッチ
（OCIDefineObject()）の属性を定義する追加コールがあります。たとえば、1つの名前付き
データ型列を指定して複数の行をフェッチするには、列に対して 3つのコールすべてを呼び
出す必要がありますが、スカラー列の複数の行をフェッチするには、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineByPos()で済みます。

さらに高度な定義操作の詳細は、5-20ページの「拡張定義操作」で説明します。

また、Oracleには、オブジェクト型属性をマップする事前定義済みの Cデータ型が用意さ
れています。これらのデータ型（たとえば、OCIDateやOCINumber）の定義の詳細は、
第 12章「オブジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」を参照してください。

拡張定義操作拡張定義操作拡張定義操作拡張定義操作
4-14ページの「定義」では、アプリケーションで SQL選択リスト項目と出力バッファ間の
関連付けを行うための基本定義操作の方法について説明しました。

この項では、マルチステップ定義および名前付きデータ型定義、REF定義などの拡張定義操
作について説明します。

場合によっては、定義ステップでは OCIDefineByPos()のコールのみでなく、他のコールも必
要です。配列のフェッチ (OCIDefineArrayOfStruct())または 名前付きデータ型のフェッチ
(OCIDefineObject())の属性を定義する追加コールがあります。たとえば、1つの名前付き
データ型列を指定して複数の行をフェッチするには、列に対して 3つのコールすべてを呼び
出す必要がありますが、スカラー列の複数の行をフェッチするには、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineByPos()のみで済みます。

次の項では、様々なタイプの定義に関する特定の情報を説明します。
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名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義
名前付きデータ型（オブジェクト）出力変数の定義の詳細は、12-4ページの「名前付きデー
タ型出力変数の定義」を参照してください。

REF出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
REF出力変数の定義の詳細は、12-4ページの「REF出力変数の定義」を参照してください。

LOB出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
LOBを使用する場合、バッファ・ポインタは、OCIDescriptorAlloc()コールで割り当てら
れた OCILobLocator型のロケータにしてください。LOB列には、LOBの値ではなく、常に
LOBロケータが戻ります。LOB値は、フェッチしたロケータに対して OCI LOBコールを使
用するとフェッチできます。 

PL/SQL出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
PL/SQLブロック内の SQL SELECT文の選択リスト項目については、出力変数を定義するの
に定義コールは使用しません。かわりに、OCIバインド・コールを使用する必要がありま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL出力変数の定義に関する詳細は、12-5ページの「名前付きデータ
型、REF定義および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。
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ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義ピース単位フェッチの定義
ピース単位フェッチを実行する場合は、最初に OCIDefineByPos()をコールする必要がありま
す。アプリケーションで、データをフェッチするときの標準のポーリング・メカニズムでは
なくコールバックを使用する場合は、追加の OCIDefineDynamic()コールが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピース単位操作」を参
照してください。

構造体配列の定義構造体配列の定義構造体配列の定義構造体配列の定義
構造体配列を使用する場合は、最初に OCIDefineByPos()をコールする必要があります。構造
体配列操作に必要なスキップ・パラメータなどの追加パラメータを設定するには、追加の
OCIDefineArrayOfStruct()コールが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、5-22ページの「構造体配列」を参照してください。

構造体配列構造体配列構造体配列構造体配列
Oracle OCIの構造体配列の機能性は、複数行、複数列操作の処理を簡潔化できることです。
OCIのプログラミングでは、関連したスカラー・データ項目の構造体を作成し、データベー
スの値を構造体配列へフェッチしたり、これらの構造体配列の値をデータベースに挿入した
りできます。

たとえば、あるアプリケーションで NAME、AGEおよび SALARYという名前の 3つの列か
ら、複数列のデータをフェッチする必要があるとします。OCIアプリケーションでは、個別
のフィールド（それぞれが、データベース表で 1行に含まれている NAME、AGEおよび
SALARYのデータを保持しています）を含む構造体の定義を組み込むことができます。アプ
リケーションでは、次に、これらの構造体配列へデータをフェッチします。

構造体配列を使用して、複数行、複数列の操作を実行するには、その操作に関連する各列
を、構造体の中の 1フィールドと関連付けておく必要があります。この関連付けは、
OCIDefineArrayOfStruct()コールと OCIBindArrayOfStruct()コールの一部で、これにより、
フェッチされたデータの格納場所や、挿入済または更新されたデータの位置を指定します。

図 5-2「構造体配列へのデータのフェッチ」は、この処理をグラフィック形式で示していま
す。この図では、アプリケーションがデータベース行から様々なフィールドをフェッチし、
構造体配列の中の 1つの構造体に挿入しています。フェッチされた各列は、構造体内の
フィールドの 1つと対応しています。
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図図図図 5-2  構造体配列へのデータのフェッチ構造体配列へのデータのフェッチ構造体配列へのデータのフェッチ構造体配列へのデータのフェッチ

スキップ・パラメータスキップ・パラメータスキップ・パラメータスキップ・パラメータ
構造体配列間で列データを分割すると、それは連続した列データではなくなります。単一の
構造体配列は、いくつかのインターリーブされたスカラー配列で構成されているかのように
データを格納します。このため、開発者はバインドまたは定義を行う各フィールドに「ス
キップ・パラメータ」を指定する必要があります。スキップ・パラメータでは、構造体配列
の中にある同じフィールドまでスキップするために、必要なバイト数を指定します。通常
は、1つの構造体のバイト数と等しい値です。

次の図は、スキップ・パラメータの決定方法を示しています。このケースでは、スキップ・
パラメータは、フィールド 1およびフィールド 2、フィールド 3のサイズの合計です。それ
ぞれのフィールドのサイズは、8バイトです。このサイズは、1つの構造体のサイズと同じ
です。

Oracle表�

列 列�列�

...

1構造体� 1フィールド�

... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

構造体配列�

スキップ・パラメータ�
�
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図図図図 5-3  スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定スキップ・パラメータの決定

システムによっては、スキップ・パラメータを sizeof(struct)ではなく、sizeof（1配列要素）
に設定することが必要な場合もあります。これは、コンパイラによっては、構造体に埋込み
を挿入する場合があるからです。たとえば、ub4と ub1という 2つのフィールドで構成され
た C構造体配列のケースを考えてみます。

struct demo {
    ub4 field1;
    ub1 field2;
};
struct demo demo_array[MAXSIZE];

コンパイラによっては、この配列内の次の構造体を開始する ub4の位置を正しくするため
に、ub1の後に 3バイトの埋込みを挿入することがあります。このようなコンパイラでは、
次の文を使用すると、誤った値が戻される可能性があります。

skip_parameter = sizeof(struct demo);

この文を使用した場合、8バイトの適切なスキップ・パラメータを戻すシステムもあります
が、5バイトの skip_parameterを戻すシステムもあります。そのような場合、スキッ
プ・パラメータの正しい値を得るには次の文を使用します。

skip_parameter = sizeof(demo_array[0]);

標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ標準配列のスキップ・パラメータ
構造体配列を処理する機能は、プログラム変数の配列をバインドおよび定義する機能を拡張
したものです。プログラマは、（構造体配列に対するものとして）標準の配列も使用できま
す。標準の配列操作を指定する場合、関連したスキップ・パラメータは、その配列のデータ
型のサイズと等しくなります。たとえば、配列を次のように宣言したとします。

text emp_names[4][20]

バインドまたは定義操作のスキップ・パラメータは 20になります。このようにして、配列
の各データ要素は、構造体の一部としてでなく別個の単位として認識されます。

構造体配列�

2バイト�
フィールド1

4バイト�
フィールド2

2バイト�
フィールド3

2バイト�
フィールド1

2バイト
フィールド3

2バイト
フィールド1

2バイト
フィールド3

4バイト
フィールド2

4バイト
フィールド2

8バイトをスキップ�

. ..

8バイトをスキップ�
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構造体配列で使用される構造体配列で使用される構造体配列で使用される構造体配列で使用される OCIコールコールコールコール
構造体配列に関係する操作を行う際には、次の 2つの OCIコールを使用する必要がありま
す。OCIBindArrayOfStruct()（入力変数に対して構造体配列のフィールドをバインドする場
合）および OCIDefineArrayOfStruct()（出力変数に対して構造体配列を定義する場合）です。

注意注意注意注意 : 構造体配列をバインドまたは定義する際は、複数のコールが必要です。
OCIBindByName()または OCIBindByPos()へのコールは、OCIBindArrayOfStruct()への
コールに先行し、OCIDefineByPos()へのコールは OCIDefineArrayOfStruct()に先行する
必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 構文およびパラメータの詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」の
OCIBindArrayOfStruct()および OCIDefineArrayOfStruct()の説明を参照してください。

構造体配列と標識変数構造体配列と標識変数構造体配列と標識変数構造体配列と標識変数
構造体配列をインプリメントすることによって、標識変数とリターン・コードの使用が可能
になります。OCIアプリケーションの開発者は、フェッチ、挿入または更新された情報の配
列に対応して、列レベルの標識変数とリターン・コードのパラレル配列を宣言できます。こ
れらの配列には、独自のスキップ・パラメータを含めることができます。スキップ・パラ
メータは、OCIBindArrayOfStruct()または OCIDefineArrayOfStruct()コール中に指定します。

プログラム値および標識変数の構造体配列は、様々な方法で設定できます。たとえば、デー
タベースの 3列から、構造体配列の 3フィールドへデータをフェッチするアプリケーション
を考えてみます。この場合、3フィールドに対応する標識変数の構造体配列を設定できます。
それぞれの標識変数は、データベースからフェッチされる列の中の 1列に対する列レベルの
標識変数です。

注意注意注意注意 :  標識構造体のフィールドと選択リスト項目の数を 1対 1に関連付ける必要はあり
ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。
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RETURNING句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DML
OCIでは、SQL INSERT文、UPDATE文および DELETE文での RETURNING句の使用を
サポートします。この項では、RETURNING句を使用して DML文を正しくインプリメント
するために、OCIアプリケーションが従う必要があるルールについて、概要を説明します。

注意注意注意注意 : INSERT文、UPDATE文および DELETE文で RETURNING句を使用する場合の
詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』の各コマンドの説明を参照してください。

コード例全体は、Oracleインストレーションに含まれているデモ・プログラムを参照し
てください。詳細は、付録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

RETURNING句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DMLの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
DML文で RETURNING句を使用することにより、2つの SQL文を本質的に 1つに結合で
き、サーバー・ラウンド・トリップをできるだけ減らすことができます。これは、追加の句
を従来の UPDATE、INSERTおよび DELETE文に追加して行います。追加の句では、問合
せを DML文に効果的に追加します。

OCIでは、OUTバインド変数を通して値がアプリケーションに戻されます。この変数をバ
インドするルールについては、次の項で説明しています。次の例では、:out1のように、バ
インド変数の前にコロンが付いています。 これらの例では、col1、col2および col3の 3
つの列を含む table1という表を想定しています。

たとえば、次の文では、新しい値をデータベースに挿入して、影響を受ける行の列値をデー
タベースから取り出します。これにより、挿入された行をアプリケーションで操作できま
す。

INSERT INTO table1 VALUES (:1, :2, :3,)
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3

次の例では、UPDATE文を使用しています。この文は、col1の値がある範囲内にあるすべ
ての列の値を更新し、影響を受けた行をアプリケーションへ戻します。これにより、アプリ
ケーションは、どの行が変更されたかを判別できます。

UPDATE table1 SET col1 = col1 + :1, col2 = :2, col3 = :3
     WHERE col1 >= :low AND col1 <= :high
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3

次の DELETE文では、col1の値がある範囲内にある行を削除し、それらの行からデータを
戻します。これにより、アプリケーションではそのデータをチェックできます。

DELETE FROM table1 WHERE col1 >= :low AND col2 <= :high 
     RETURNING col1, col2, col3
     INTO :out1, :out2, :out3
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UPDATE文と DELETE文の例では、文が表内の複数行に影響を与える可能性があることに
注意してください。さらに、1つの DML文は、1つの OCIExecute()文の中で複数回数実行
できます。このように、複数の値が戻ってくる可能性があるため、OCIアプリケーションで
は、実行時にどれだけのデータが戻ってくるのかを判断できない場合があります。結果とし
て、RETURNING...INTOプレース・ホルダに対応する変数は、OCI_DATA_AT_EXECモー
ドでバインドする必要があります。その他の要件として、アプリケーションでは、
OCI_DATA_AT_EXECポーリング・メカニズムを使用するのではなく、アプリケーション
自体の動的データ処理コールバックを定義する必要があります。

注意注意注意注意 :  アプリケーションが、RETURNING句で 1つの値しか戻らないことを確認でき
る場合でも、OCI_DATA_AT_EXECモードで、コールバックを使用してバインドする
必要があります。

RETURNING句は、LOBを操作するときに特に役立ちます。通常、アプリケーションでは、
空の LOBロケータをデータベースに挿入し、再度選択し直して操作を行います。
RETURNING句を使用すると、アプリケーションは、これら 2つのステップを 1つの文に
結合できます。

INSERT INTO some_table VALUES (:in_locator)
    RETURNING lob_column
    INTO :out_locator

RETURNING...INTO変数のバインド変数のバインド変数のバインド変数のバインド
OCIアプリケーションは、RETURNING句のプレース・ホルダを、純 OUTバインド変数と
してインプリメントします。ただし、RETURNING句のすべてのバインドは、初期値は IN
であり、適切に初期化する必要があります。有効な値を設定するために、NULL標識を使用
して、その標識を -1（NULL）に設定することができます。

アプリケーションでは、RETURNING句のバインド変数を操作するとき、次のルールに従
う必要があります。

1. 各プレース・ホルダに対する OCIBindDynamic()のコールの後に、OCIBindByName()ま
たは OCIBindByPos()を使用して、OCI_DATA_AT_EXECモードで RETURNING句の
プレース・ホルダをバインドします。

注意注意注意注意 : OCIでは、RETURNING句バインドのコールバック・メカニズムのみがサポート
されています。ポーリング・メカニズムはサポートされていません。

2. RETURNING句のプレース・ホルダをバインドする場合、OCIBindDynamic()コールの
ocbfpパラメータとして、有効な OUTバインド関数を供給します。この関数では、戻さ
れたデータを保持するための記憶域が必要です。

3. OCIBindDynamic()コールの icbfpパラメータで、コールすると NULL値を戻すダミーの
機能を提供します。

4. OCIBindDynamic()の piecepパラメータを、OCI_ONE_PIECEに設定します。
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5. RETURNING句を使用した DML文では、複製バインドは使用できません（つまり、
DMLセクションのバインド変数と、その文の RETURNINGセクションのバインド変数
の間に、複製は存在できません）。

エラー処理エラー処理エラー処理エラー処理
OCIBindDynamic()に提供された OUTバインド関数を、エラーのイベントで、文の結果の一
部を受け取るために、準備する必要があります。たとえば、10回実行される DML文をアプ
リケーションで発行し、エラーが 5回目の実行中に発生した場合、サーバーは、1回目から
4回目までのデータを戻します。コールバック関数は、最初の 4つの文のデータを受け取る
ためにデータをコールします。

RETURNING REF...INTO句を使用した句を使用した句を使用した句を使用した DML
RETURNING句は、データベースで挿入または更新されたオブジェクトに、REFを戻すた
めにも使用します。次の SQL文で、その方法を示します。

UPDATE EXTADDR E SET E.ZIP = '12345', E.STATE='AZ'
    WHERE E.STATE = 'CA' AND E.ZIP='95117'
    RETURNING REF(E), ZIP
    INTO :addref, :zip

この文では、オブジェクト表内のオブジェクトの属性をいくつか更新し、RETURNING句
でオブジェクトに（スカラー ZIPコードとともに）REFを戻します。

OCIアプリケーションで REF出力変数をバインドするには、次の 3つのステップが必要で
す。

1. 初期バインド情報を、OCIBindByName()を使用して設定します。

2. REF（TDOを含みます）に対する追加のバインド情報は、OCIBindObject()を使用して
設定します。

3. OCIBindDynamic()をコールします。

次のコード例では、前述の例で必要なバインドを実行する関数を示します。

sword bind_output(stmthp, bndhp, errhp) 
OCIStmt *stmthp;  
OCIBind *bndhp[];  
OCIError *errhp; 
{ 
  ub4 i; 
                                  /* get TDO for BindObject call */
  if (OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *) 0, 
                   (ub4) 0, (CONST text *) "ADDRESS_OBJECT", 
                   (ub4) strlen((CONST char *) "ADDRESS_OBJECT"), 
                   (CONST text *) 0, (ub4) 0, 
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                    OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_HEADER, &addrtdo)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  }

                         /* initial bind call for both variables */
  if (OCIBindByName(stmthp, &bndhp[2], errhp, 
                       (text *) ":addref", (sb4) strlen((char *) ":addref"), 
                       (dvoid *) 0, (sb4) sizeof(OCIRef *), SQLT_REF, 
                       (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, 
                       (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC) 
  ||  OCIBindByName(stmthp, &bndhp[3], errhp, 
                       (text *) ":zip", (sb4) strlen((char *) ":zip"), 
                       (dvoid *) 0, (sb4) MAXZIPLEN, SQLT_CHR, 
                       (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, 
                       (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DATA_AT_EXEC)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  }

                                 /* object bind for REF variable */
  if (OCIBindObject(bndhp[2], errhp, (OCIType *) addrtdo,  
          (dvoid **) &addrref[0], (ub4 *) 0, (dvoid **) 0, (ub4 *) 0)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  } 

 
  for (i = 0; i < MAXCOLS; i++) 
    pos[i] = i; 
                    /* dynamic binds for both RETURNING variables */
  if (OCIBindDynamic(bndhp[2], errhp, (dvoid *) &pos[0], cbf_no_data, 
                    (dvoid *) &pos[0], cbf_get_data) 
  ||  OCIBindDynamic(bndhp[3], errhp, (dvoid *) &pos[1], cbf_no_data, 
                    (dvoid *) &pos[1], cbf_get_data)) 
  { 
    return OCI_ERROR; 
  } 
 
  return OCI_SUCCESS; 
}

コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意コールバックに関するその他の注意
コールバック関数がコールされるとき、バインド・ハンドルの
OCI_ATTR_ROWS_RETURNED属性により、アプリケーションでは、ある特定の反復処理
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で戻される行数がわかります。したがって、コールバックが、ある特定の反復処理で初めて
コールされるとき（つまり索引 =0）、ユーザーは、そのバインド変数で戻されるすべての行
のために、空白を割り当てることができます。コールバックが引き続き同一の反復処理内で
コールされるときは（つまり索引 >0）、ユーザーは、データを取り出すためには、割り当て
た空白の範囲内で正確なメモリーへのバッファ・ポインタを増やすことしかできません。

DML RETURNING文に対する配列インタフェース文に対する配列インタフェース文に対する配列インタフェース文に対する配列インタフェース
OCIでは、各反復処理で複数の行を戻す単一行 DML操作および配列 DML操作に追加の機
能性を提供します。この機能を利用するには、クライアント・アプリケーションで、バイン
ド・コールの OUTバッファを、OCIStmtExecute()コールで指定した反復件数以上の値に指
定する必要があります。これは、コールバックを介してバインド・バッファに提供される追
加機能です。

文の実行時にいずれかの反復処理で複数の行が戻された場合は、アプリケーションに
OCI_SUCCESS_WITH_INFOリターン・コードが戻されます。この場合、DML操作は正常
に完了しています。このとき、アプリケーションでは、トランザクションをロールバックす
るか、警告を無視します。

NCHARおよび文字の変換問題および文字の変換問題および文字の変換問題および文字の変換問題
この項では、クライアントとサーバー間での、NCHARデータおよび文字変換を含む問題に
ついて説明します。

NCHAR問題問題問題問題
Oracleでは、データベースのNCHARデータをサポートします。Oracle OCIでは、
NCHARデータのバインドおよび定義をサポートします。文字データを含むデータベースの
列が NCHAR列として定義される場合、その列を含むバインドまたは定義では、キャラク
タ・セット仕様の処理について特に考慮が必要です。

クライアントとサーバーのキャラクタ・セットの幅が異なる場合、および、クライアントと
サーバー間で適切に文字変換を行うために、これらの考慮が必要です。異なるキャラクタ・
セット間でデータを変換する間に、データ・サイズが、4倍に増加したり 4分の 1に縮小す
る場合があります。そのため、データを保存するためのバッファのサイズを十分に確保する
必要があります。

アプリケーションでは、NCHARデータをバイト数（通常の場合）ではなく文字数で処理す
る方が簡単な場合があります。

各 OCIバインドおよび定義ハンドルには、OCI_ATTR_CHARSET_FORM属性および
OCI_ATTR_CHARSET_ID属性が関連付けられています。アプリケーションでは、バインド
/定義バッファのキャラクタ・フォームおよびキャラクタ・セット IDを指定するために、
OCIAttrSet()コールを使用してこれらの属性を設定できます。

form属性（OCI_ATTR_CHARSET_FORM）に指定できる値は次の 2つです。
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� SQLCS_IMPLICIT - データベース・キャラクタ・セット ID

� SQLCS_NCHAR - NCHARキャラクタ・セット ID

デフォルト値は SQLCS_IMPLICITです。

キャラクタ・セット ID属性（OCI_ATTR_CHARSET_ID）が指定されていない場合は、form
の値に応じて、クライアントのデータベース・キャラクタ・セット IDまたは NCHARキャ
ラクタ・セット IDのデフォルト値が使用されます。この値は、NLS_LANGまたは
NLS_NCHAR環境変数で指定された値です。

何も指定されていない場合は、クライアントのデフォルトのデータベース・キャラクタ・
セット IDが使用されます。

注意注意注意注意 : クライアント側バインド・バッファのキャラクタ・セット IDとフォームに割り
当てられている値に関係なく、データはサーバーのデータベース /NCHARキャラク
タ・セット IDおよびフォームに従って変換され、データベースに挿入されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : NCHARデータの詳細は、『Oracle8iリファレンス・マニュアル』を参照し
てください。

OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性属性属性属性
すべてのバインド・ハンドルは、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性を持っています。この
属性で、キャラクタ・セットの必要な変換を行った後、クライアント側バインド・データを
格納するためにサーバーに割り当てるバイト数を指定します。

注意注意注意注意 : データがサーバーに送られる際に行われるキャラクタ・セットの変換により、
データ拡張またはデータ縮小される場合があります。したがって、クライアントでの
データ・サイズがサーバーでのデータ・サイズと同一にならない場合があります。

通常、アプリケーションでは、使用方法に応じて、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに、列の
最大サイズ、または PL/SQL変数のサイズを設定します。Oracleでは、
OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値が変換後のデータを格納するのに十分でない場合、エ
ラーが発生します。

次のシナリオでは、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性の使用例を示します。

� シナリオシナリオシナリオシナリオ 1: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> 非非非非 CHAR（宛先列）（宛先列）（宛先列）（宛先列）

このケースでは、データに対して暗黙的バインド変換が行われます。このケースでは、
ソース・バッファ・サイズに、クライアント側とサーバー側間で行われるキャラクタ・
セットの変換の最大値を加算した値を、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として設定
することをお薦めします。

� シナリオシナリオシナリオシナリオ 2: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> CHAR（宛先列）（宛先列）（宛先列）（宛先列）
または、非 CHAR（ソース・データ） -> CHAR（宛先列）

これらのケースでは、列のサイズを、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として設定す
ることをお薦めします。
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� シナリオシナリオシナリオシナリオ 3: CHAR（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ）（ソース・データ） -> PL/SQL変数変数変数変数

このケースでは、PL/SQL変数のサイズを、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEの値として
設定することをお薦めします。

文字カウント属性文字カウント属性文字カウント属性文字カウント属性
バインドおよび定義ハンドルには、関連する文字カウント属性があります。アプリケーショ
ンでは、データをバイト数ではなく文字数で操作するために、この属性を使用します。この
属性に 0（ゼロ）以外の値が設定された場合、すべての計算はバイトではなく文字数で行わ
れ、サイズの制約もバイトではなく文字数で行われます。

この属性は、バインド・ハンドルの OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性に加えて設定できま
す。たとえば、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに 100が設定され、
OCI_ATTR_CHAR_COUNTに 0（ゼロ）が設定された場合、サーバーでのデータの変換後
に可能な最大サイズは 100バイトです。ただし、OCI_ATTR_MAXDATA_SIZEに 100が設
定され、OCI_ATTR_CHAR_COUNTに 0（ゼロ）以外の値が設定された場合、そして、
キャラクタ・セットに 2バイトまたは 2文字がある場合は、割当て可能な最大サイズは 200
バイトです（2バイトまたは 2文字 × 100文字）。

注意注意注意注意 : この属性は、固定幅のキャラクタ・セット IDに対してのみ有効です。可変幅の
キャラクタ・セット IDについては、これらの属性値は文字数ではなく、常にバイト数
として処理されます。

バインドについては、バインドされたデータを格納するために、アプリケーションでサー
バーに確保する文字数を、OCI_ATTR_CHAR_COUNTで設定します。この属性値は、
OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性の値を上書きします。VARCHAR2など値の一部に長さ
を示す接頭辞を持つデータ型については、長さを示す接頭辞の部分が、バイト数ではなく文
字数と見なされます。このような場合、標識の長さとリターン・コードも文字数になりま
す。

注意注意注意注意 :  OCI_ATTR_CHAR_COUNT属性の値に関係なく、バインド・コールまたは定義
コールで指定されたバッファ長は、常にバイト数による長さと見なされます。また、こ
の場合は、ユーザーが送ったり受け取ったりする実際の長さは文字数になります。

定義については、OCI_ATTR_CHAR_COUNT属性で、クライアント・アプリケーションで
受け取るデータの最大文字数を指定します。この指定は、OCIDefineByPos()コールで指定さ
れる maxlengthパラメータを上書きします。

固定幅固定幅固定幅固定幅 Unicodeサポートサポートサポートサポート
CHAR/NCHAR可変ハンドルのバインドおよび定義におけるキャラクタ・セット IDを設定
して、対応するバインド・コールおよび定義コールを介して渡されるすべてのデータが
UCS-2（Unicode）コードであると見なされるように指定できます。UCS-2を指定するには、
OCI_ATTR_CHARSET_ID = OCI_UCS2IDを設定します。詳細は、A-21ページのバインド
属性 OCI_ATTR_CHARSET_IDの説明および A-21ページの定義属性
OCI_ATTR_CHARSET_IDの説明を参照してください。
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OCIの新しい Unicodeデータ型は utextと呼ばれ、Unicode Standard Version 2.0に基づく
UCS-2コード体系に準拠しています。 内部表現は 16ビット符号なし整数（ub2）です。
wchar_tデータ型のコード体系が UCS-2（符号なし 16ビット値）に準拠しているプラット
フォームでは、キャスト演算子を使用して utextを wchar_tデータ型に容易に変換できます。

標識変数およびバッファ・サイズの戻り値の長さセマンティクスは、文字セマンティクスに
準拠していると見なされます。ただし、バインド・コールおよび定義コールでのバッファ・
サイズはバイト単位と見なされます。新しい utextデータ型は、入出力データのバッファと
して使用してください。

注意注意注意注意 : バインド・ハンドルでキャラクタ・セットを変更する場合は、OCIAttrSet()を使
用して OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性で列の長さを指定し、列の最大長を明示的に
設定する必要があります。

サーバーで UTF-8キャラクタ・セットを使用している場合には、対応が必要です。UTF-8の
特性から、UTF-8形式のテキスト・データを受け取る各データベース列を、1文字につき 3
バイトに拡張する必要があります。列の長さに文字セマンティクスを確実に適用するには、
制約を追加して、クライアントでのバッファ・オーバーフローを防ぐ必要があります。たと
えば、UTF-8データベースの列に ASCIIデータのみが含まれている場合は、UCS-2へのデー
タ変換を行うとクライアントでのバッファ・オーバーフローが発生します。次の例は、特定
の col-widthに対する制約を示しています。

CONSTRAINT COL1_MAXLEN CHECK
((COL1 IS NULL) OR (LENGTH(COL1) <= <col-width>))

次のコードは、Unicodeデータのバインドおよび定義の例です。

...
OCIStmt  *stmthp1, *stmthp2;
OCIDefine *dfn1p, *dfnp2; 
OCIBind *bnd1p, *bnd2p;  
text *insstmt=
      (text *) "INSERT INTO EMP(ENAME, ADDRESS) VALUES (:ename, :address)";
text *selname = 
      (text *) "SELECT ENAME, ADDRESS FROM EMP";
utext ename[21]; /* Name - Unicode */ 
utext address[51]; /* Address - Unicode */
ub2 csid = OCI_UCS2ID;
sb2 ename_col_len = 20;
sb2 address_col_len = 50;
...
/* Inserting Unicode data */
OCIStmtPrepare (stmthp1, errhp, insstmt, (ub4)strlen ((char *)insstmt),
                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT));
OCIBindByName(stmthp1, &bnd1p, errhp, (text*)":ENAME", 
              (sb4)strlen((char *)":ENAME"), 
              (dvoid *) ename, sizeof(ename), SQLT_STR, 
              (dvoid *)&insname_ind, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0, (ub4) 0, 
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              (ub4 *)0, OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((dvoid *) bnd1p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND, (dvoid *) &csid,
           (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_ID, errhp); 
OCIAttrSet((dvoid *) bnd1p, (ub4) OCI_HTYPE_BIND, (dvoid *) &ename_col_len,
           (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE, errhp); 
...
/* Retrieving Unicode data */
OCIStmtPrepare (stmthp2, errhp, selname, strlen((char *) selname),
                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIDefineByPos (stmthp2, &dfn1p, errhp, (ub4)1, (dvoid *)ename,
                (sb4)sizeof(ename), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((dvoid *) dfn1p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE, (dvoid *) &csid,
            (ub4) 0, (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_ID, errhp);
...

PL/SQL REF CURSORおよびおよびおよびおよび NESTED TABLE
OCIには、PL/SQL REF CURSORおよびNESTED TABLEを、バインドおよび定義する機
能があります。アプリケーションでは、これらの型の変数をハンドルおよび定義するため
に、文ハンドルを使用できます。次の例で、この PL/SQLブロックを考えてみます。

static const text *plsql_block = (text *)
    "begin \
        OPEN :cursor1 FOR SELECT empno, ename, job, mgr, sal, deptno \
                FROM emp_rc WHERE job=:job ORDER BY empno; \
        OPEN :cursor2 FOR SELECT * FROM dept_rc ORDER BY deptno; \
    end;";
アプリケーションは、OCIHandleAlloc()をコールして、バインドのための文ハンドルを割り
当てます。そして、次のコード例の中で、:cursor1が stm2pにバインドされるように、
プレース・ホルダ :cursor1を文ハンドルにバインドします。ハンドルを割り当てるコード
は、この例に含まれていないことに注意してください。

err = OCIStmtPrepare (stm1p, errhp, (text *) nst_tab, strlen(nst_tab), 
                         OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT);
...
err = OCIBindByName (stm1p, (OCIBind **) bndp, errhp,
             (text *)":cursor1", (sb4)strlen((char *)":cursor1"),
             (dvoid *)&stm2p, (sb4) 0,  SQLT_RSET, (dvoid *)0,
               (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)0, (ub4 *)0,   (ub4)OCI_DEFAULT);

このコードでは、stm1pは PL/SQLブロックの文ハンドルです。一方、stm2pは、後の
データ検索のための REF CURSORとしてバインドされる文ハンドルです。SQLT_RSETの
値は、dtyパラメータに渡されます。

別の例として、次のコードを考えてみます。

static const text *nst_tab = (text *)
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    "SELECT ename, CURSOR(SELECT dname, loc FROM  dept_rc) \
      FROM emp_rc WHERE ename = 'LOCKE'";

この場合、2番目の位置が NESTED TABLEで、次のように、OCIアプリケーションで文ハ
ンドルとして定義できます。ハンドルを割り当てるコードは、この例に含まれていないこと
に注意してください。

err = OCIStmtPrepare (stm1p, errhp, (text *) nst_tab, strlen(nst_tab), 
                         OCI_NTV_SYNTAX, OCI_DEFAULT);
...
err = OCIDefineByPos (stm1p, (OCIDefine **) dfn2p, errhp, (ub4)2, 
                     (dvoid *)&stm2p, 
                     (sb4)0, SQLT_RSET, (dvoid *)0, (ub2 *)0, 
                        (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);

実行後、行を stm2pにフェッチすると、有効な文ハンドルになります。

注意注意注意注意 : 複数の REFカーソルを取り出した場合は、stm2pへのフェッチをいつ行うか注
意する必要があります。最初の REFカーソルをフェッチすると、そのデータを取り出す
ためにフェッチを実行できます。ただし、2番目の REFカーソルを stm2pにフェッチ
すると、最初の REFカーソルからのデータにはアクセスできなくなります。
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ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作ランタイム・データ割当てとピース単位操作
OCIを使用して、ピース単位の挿入と更新、およびピース単位のデータのフェッチを実行で
きます。また、配列の挿入または更新の場合は、バインド値の静的バインドのかわりに、
OCIを使用して動的にデータを提供できます。非常に大きな列は、小さなサイズのチャンク
（かたまり）が連続したものとして挿入または取出しができます。これによって、クライア
ント側のメモリー所要量を最小限にできます。

個々のピースのサイズは、実行時にアプリケーションにより判断されます。それぞれのピー
スは、他のピースと同サイズにすることも、違うサイズにすることもできます。

OCIのピース単位機能性は、文字列やバイナリ・データの膨大なブロックで操作を行う際に
特に有効です（たとえば、LOB、LONG、LONG RAWデータなどを格納するデータベース
列に関係する操作）。ピース単位操作に有効なデータ型の詳細は、5-37ページの「ピース単
位操作に有効なデータ型」を参照してください。

図 5-4「LONG列のピース単位の挿入」では、挿入操作（i1、i2、i3...in）を連続して行うこ
とによって、データベース表に単一の LONG列をピース単位で挿入しています。この例で
は、挿入するピースのサイズは一定ではありません。

図図図図 5-4  LONG列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入列のピース単位の挿入

ピース単位操作は、次の 2通りの方法で実行できます。

� ポーリング・パラダイムに基づいてピース単位操作を実行するには、リリース 7.3で
行ったように、OCIライブラリで提供されているコールを使用します。

ピース単位に挿入される列�

サーバー�

データ�
ベース�

i i i i
1 2 3 n

. . .
5-36 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



ランタイム・データ割当てとピース単位操作
� 必要な情報およびデータ・ブロックを提供するには、ユーザー定義のコールバック関数
を使用します。

OCIBindByPos()または OCIBindByName()コールの modeパラメータを
OCI_DATA_AT_EXECに設定した場合は、OCIアプリケーションが、実行時に、INSERT
または UPDATEのためのデータを動的に提供することを示します。

同様に、OCIDefineByPos()コールの modeパラメータを OCI_DYNAMIC_FETCHに設定した
場合は、アプリケーションが、フェッチ時にデータを受け取るための割当てスペースを動的
に提供することを示します。

それぞれコールバック関数またはピース単位操作のいずれかの方法によって、INSERT、
UPDATEまたは FETCHのランタイム情報を提供できます。コールバックを使用するときは
コールバックを登録するために、追加のバインド・コールまたは定義コールが必要です。

次項以降では、挿入、更新およびフェッチのためのデータ割当てとピース単位操作に関する
特有の情報について説明します。

注意注意注意注意 :  ピース単位操作は、SQL文のみでなく、PL/SQLブロックでも有効です。

ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型ピース単位操作に有効なデータ型
一部のデータ型のみが、ピース単位で操作できます。次のデータ型は、OCIアプリケーショ
ンでピース単位のフェッチ、挿入または更新を実行できます。

� VARCHAR2

� STRING

� LONG

� LONG RAW

LOBおよび FILE操作の中にも、データの読み書きに対し、ピース単位セマンティクスを提
供しているものがあります。これらの操作の詳細は、15-151ページの OCILobWrite()および
15-146ページの OCILobRead()の説明を参照してください。OCILobWrite()および
OCILobWrite()でコールバックを使用したストリーミングの詳細は、7-10ページの「LOB読
込みおよび書込みコールバック」を参照してください。

すべてのデータ型に対してこの機能を使用する別な方法として、配列の挿入または更新のた
めにデータを動的に提供する方法があります。ただし、ピース単位操作をサポートしない
データ型に対しては、コールバックで、そのコールバックの piecepパラメータの
OCI_ONE_PIECEを常に指定する必要があります。
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実行時の実行時の実行時の実行時の INSERTまたはまたはまたはまたは UPDATEデータの提供データの提供データの提供データの提供
OCIBindByPos()または OCIBindByName()コールで OCI_DATA_AT_EXECを指定する場合
は、value_szパラメータで実行時に提供できるデータのサイズの合計を定義します。アプリ
ケーションでは、実行時 INデータ・バッファを、要求に応じて操作完了に必要な回数のみ
OCIライブラリに提供する用意をしておく必要があります。割り当てたバッファが不要に
なった場合は、クライアント側で解放する必要があります。

実行時データは、次の 2つの方法のいずれかで提供されます。

� 実行時にコールする場合、データのピースまたはデータ全体を戻す OCIBindDynamic()
コールを使用して、コールバックを定義。 

� コールバックを 1つも定義していない場合は、SQL文を処理する OCIStmtExecute()コー
ルは、OCI_NEED_DATAエラー・コードを戻します。クライアント・アプリケーショ
ンは、次に OCIStmtSetPieceInfo()コールを使用して、IN/OUTデータ・バッファまたは
ピースを提供します。OCIStmtGetPieceInfo()コールにより、どのバインドおよびピース
が使用されているかについての情報が提供されます。

ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行
OCI環境が初期化され、データベース接続およびセッションが確立すると、SQL文または
PL/SQL文を準備するコールと入力値をバインドするコールが実行され、ピース単位挿入が
開始されます。ユーザー定義のコールバックではなく、標準の OCIコールを使用するピース
単位操作では、OCIBindDynamic()をコールする必要はありません。

注意注意注意注意 :  ピース単位操作の一部でない文にある追加のバインド変数は、データ型に応じ
て、追加のバインド・コールが必要な場合があります。

文の準備およびバインドの次に、アプリケーションで OCIStmtExecute()、
OCIStmtGetPieceInfo()および OCIStmtSetPieceInfo()を連続してコールし、ピース単位操作を
完了します。それぞれの OCIStmtExecute()コールは、次にどの処理を実行するかを決定する
値を戻します。一般的には、アプリケーションで次のピースの挿入を指示する値を取り出
し、そのピースをバッファに移してから挿入を行います。最後のピースを挿入すると操作は
完了します。

挿入バッファは任意のサイズにすることができ、実行時に提供されることに注意してくださ
い。また、挿入する各ピースは、同じサイズである必要はありません。挿入するピースのサ
イズは、それぞれ OCIStmtSetPieceInfo()コールで設定します。

注意注意注意注意 : すべての挿入で同じサイズのピースが使用され、挿入されるデータのサイズがそ
のピースのサイズで均等に割り切れない場合は、挿入される最後のピースは、その前に
挿入されたピースよりも小さくなります。たとえば、10,050,036バイトの長さのデータ
の値を、それぞれ 500バイトのチャンクで挿入すると、最後に残るピースは 36バイト
にしかなりません。プログラマはこのことを考慮して、最後の OCIStmtSetPieceInfo()
コールで小さいサイズを指定する必要があります。

次のステップは、ピース単位挿入の実行に関する手順の概略です。5-40ページの図 5-5
「ピース単位挿入実行の手順」にこの手順を示します。
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ステップステップステップステップ 1. OCI環境を初期化し、必要なハンドルを割り当てます。サーバーに接続して
ユーザーを認証し、文の要求を準備します。これらのステップは 2-17ページの「OCI
プログラミング・ステップ」で説明しています。

ステップステップステップステップ 2. OCIBindByName()または OCIBindByPos()を使用して、プレース・ホルダを
バインドします。ここでは、使用するピースの実際のサイズを指定する必要はありませ
ん。実行時に提供できるデータの全体のサイズを指定します。

7.xアップグレードのアップグレードのアップグレードのアップグレードの注意注意注意注意 : 以前に obindps()および ogetpi()ルーチンの一部であっ
たコンテキスト・ポインタは、リリース 8.0では存在しません。クライアント独自
のコンテキストを提供する場合は、コールバック方式を使用することができます。

ステップステップステップステップ 3. OCIStmtExecute() の最初のコールを実行します。この時点では、データは実
際には挿入されていません。アプリケーションに OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻されます。 

その他の値が戻された場合は、エラーが起きたことを示しています。

ステップステップステップステップ 4. OCIStmtGetPieceInfo() をコールし、挿入する必要があるピースの情報を取り
出します。OCIStmtGetPieceInfo()のパラメータに、必要なピースが先頭のピース
（OCI_FIRST_PIECE）なのか、後続のピース（OCI_NEXT_PIECE）なのかを示す値を戻
すポインタがあります。

ステップステップステップステップ 5. アプリケーションは、挿入するデータのピースをバッファに移し、
OCIStmtSetPieceInfo()をコールします。OCIStmtSetPieceInfo()に渡されるパラメータの中
には、ピースのポインタ、ピースの長さのポインタ、およびそのピースが最初のピース
か（OCI_FIRST_PIECE）、中間のピースか（OCI_NEXT_PIECE）、または最後のピース
か（OCI_LAST_PIECE）を示す値が含まれます。

ステップステップステップステップ 6. 再度、OCIStmtExecute() をコールします。ステップ 5で OCI_LAST_PIECE
が示され、OCIStmtExecute()が OCI_SUCCESSを戻した場合は、すべてのピースが正常
に挿入されています。OCIStmtExecute()で OCI_NEED_DATAが戻された場合は、ス
テップ 3に戻り、次の挿入を行います。OCIStmtExecute()がこれ以外の値を戻した場合
は、エラーが発生しています。

最後のピースが正常に挿入されると、ピース単位操作は完了します。完了すると、最後の
OCIStmtExecute()コールの戻り値が OCI_SUCCESSになります。
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図図図図 5-5  ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順ピース単位挿入実行の手順

ピース単位更新も同様の方法で実行します。ピース単位更新操作では、挿入バッファに更新
されるデータが移され、OCIStmtExecute()がコールされて更新を実行します。

注意注意注意注意 : ピース単位操作に関するその他の重要な情報は、5-42ページの「コールバックな
しのピース単位操作に関する追加情報」を参照してください。

PL/SQLでのピース単位操作でのピース単位操作でのピース単位操作でのピース単位操作
OCIアプリケーションでは、前に概説した方法と似た方法で、IN、OUTおよび IN/OUTバ
インド変数について、PL/SQLでのピース単位操作を実行できます。PL/SQL文のすべての
プレース・ホルダは、定義ではなくバインドされることに注意してください。
OCIBindDynamic()のコールでは、OUTパラメータまたは IN/OUTパラメータについて、適
切なコールバックを指定します。

実行時の実行時の実行時の実行時の FETCH情報の提供情報の提供情報の提供情報の提供
modeパラメータに OCI_DYNAMIC_FETCHを設定して OCIDefineByPos()をコールする場合
は、アプリケーションでフェッチ時のデータ・バッファの情報を指定できます。また、
OCIDefineDynamic()をコールして、ユーザーのデータ・バッファに関する情報の取得時に呼
び出されるコールバック関数を設定する必要がある場合があります。

実行時データは、次の 2つの方法のいずれかで提供されます。

� OCIDefineDynamic()コールを使用してコールバックを定義。実行時に提供されるデータ
の最大サイズは、value_szパラメータで指定します。クライアント・ライブラリで、
フェッチ済データを戻すためのバッファを必要とする場合は、コールバックを呼び出し
て、データのピースまたはデータ全体を戻すための実行時バッファを提供します。 

バインド
OCIBindByName()/

OCIBindByPos()

実行
OCIStmtExecute()

エラー�

その他�
�OCI_NEED_DATAピース情報の取得

OCIStmtGetPieceInfo()

ピース情報の設定
OCIStmtSetPieceInfo()

完了�

文の準備
OCIStmtPrepare()

OCI_SUCCESS
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� コールバックが 1つも定義されていない場合は、OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻り、クライアント・アプリケーションで OCIStmtSetPieceInfo()コールを使用して、
OUTデータ・バッファまたはピースを提供。OCIStmtGetPieceInfo()コールにより、どの
定義およびピースが含まれるかについての情報が提供されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ピース単位操作に有効なデータ型の詳細は、5-37ページの「ピース単位操作
に有効なデータ型」を参照してください。

ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行ピース単位挿入の実行
OCI環境が初期化され、データベース接続およびセッションが確立すると、SQL文または
PL/SQL文を準備するコールと出力変数を定義するコールが実行され、ピース単位フェッチ
が開始されます。ユーザー定義のコールバックではなく、標準の OCIコールを使用するピー
ス単位操作では、OCIDefineDynamic()をコールする必要はありません。 

文の準備および定義の次に、アプリケーションで OCIStmtFetch()、OCIStmtGetPieceInfo()お
よび OCIStmtSetPieceInfo()を連続してコールし、ピース単位操作を完了します。それぞれの
OCIStmtFetch()コールは、次にどの処理を実行するかを決定する値を戻します。一般的に
は、アプリケーションで次のピースのフェッチを指示する値を取り出し、そのピースをバッ
ファにフェッチします。最後のピースをフェッチすると操作は完了します。

フェッチ・バッファは、任意のサイズにすることができます。また、フェッチする各ピース
は、同じサイズである必要はありません。ただし、最後にフェッチするサイズは、残ってい
る最後のピースに一致する必要があります。フェッチするピースのサイズは、それぞれ
OCIStmtSetPieceInfo()コールで設定します。

次のステップは、ピース単位に行をフェッチする方法の概略です。 

ステップステップステップステップ 1. OCI環境を初期化し、必要なハンドルを割り当てます。データベースに接続
し、ユーザーを認証します。文を準備して実行します。これらのステップは 2-17ページ
の「OCIプログラミング・ステップ」で説明しています。

ステップステップステップステップ 2. モードを OCI_DYNAMIC_FETCHに設定し、OCIDefineByPos()を使用して
出力変数を定義します。この時点では、使用するピースの実際のサイズを指定する必要
はありません。実行時にフェッチするデータの全体のサイズを指定します。

7.xアップグレードのアップグレードのアップグレードのアップグレードの注意注意注意注意 : odefinps()ルーチンおよび ogetpi()ルーチンの一部で
あったコンテキスト・ポインタは、リリース 8.0では存在しません。クライアント
独自のコンテキストを提供する場合は、コールバック方式を使用することができま
す。

ステップステップステップステップ 3. OCIStmtFetch()の最初のコールを実行します。この時点では、データは実際
には取り出されていません。アプリケーションに OCI_NEED_DATAエラー・コードが
戻されます。

その他の値が戻された場合は、エラーが起きています。

ステップステップステップステップ 4. OCIStmtGetPieceInfo()をコールし、フェッチするピースの情報を取得しま
す。piecepパラメータは、そのピースが最初のピース（OCI_FIRST_PIECE）であるか、
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その後続のピース（OCI_NEXT_PIECE）であるか、または最後のピース
（OCI_LAST_PIECE）であるかを示します。

ステップステップステップステップ 5. OCIStmtSetPieceInfo()をコールし、ピースをフェッチするバッファを指定し
ます。

ステップステップステップステップ 6. 再度 OCIStmtFetch()をコールし、実際のピースを取り出します。
OCIStmtFetch()で OCI_SUCCESSが戻された場合は、すべてのピースが正常にフェッチ
されています。OCIStmtFetch()で OCI_NEED_DATAが戻された場合は、ステップ 4に
戻って次のピースを処理します。その他の値が戻された場合は、エラーが発生していま
す。

最後の OCIStmtFetch()コールが OCI_SUCCESSの値を戻すと、ピース単位フェッチが完了し
ます。

図図図図 5-6  ピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップピース単位フェッチ実行のステップ

コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報コールバックなしのピース単位操作に関する追加情報
ピース単位のフェッチおよび挿入では、操作を正常に完了するために必要なコールの順序を
理解することが重要です。特に、ピース単位挿入では、コールバックが使用されない場合、
挿入するピースの数よりも 1回多く OCIStmtExecute()をコールする必要があります。これ
は、最初の OCIStmtExecute()コールは、単に最初のピースを挿入する必要があることを示す
値を戻すのみのためです。結果として、n個のピースを挿入する場合は、OCIStmtExecute()
を合計 n+1回コールする必要があります。

同様に、ピース単位フェッチを実行するときは、フェッチするピースの数より 1回多く
OCIStmtFetch()をコールする必要があります。

PL/SQL表をバインドする場合は、OCIStmtGetPieceInfo()コール中に、その表のカレント索
引へのポインタを取り出すことができます。

定義
OCIDefineByPos()

フェッチ
OCIStmtFetch()

エラー�

その他�
OCI_NEED_DATAピース情報の取得

OCIStmtGetPieceInfo()

ピース情報の設定
OCIStmtSetPieceInfo()

完了�

文の実行
OCIStmtExecute()

OCI_SUCCESS
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スキーマ・メタデータの
6

スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述スキーマ・メタデータの記述

この章では、OCIDescribeAny()関数を使用してスキーマ要素の情報を得る方法を説明しま
す。この章は、次のトピックで構成されています。

� 概要

� OCIDescribeAny()の使用

� 例
記述 6-1



概要
概要概要概要概要
この章では、スキーマ・オブジェクトを記述するための、OCIDescribeAny()関数の使用方法
を説明します。選択リスト項目の記述の詳細は、 4-11ページの「選択リスト項目の記述」を
参照してください。

OCIDescribeAny()コールとそのパラメータの追加情報は、 15-67ページの関数の説明を参照
してください。

OCIDescribeAny()の使用の使用の使用の使用
OCIDescribeAny()関数を使用すると、次のスキーマ・オブジェクトのいずれか、およびその
サブスキーマ・オブジェクトの明示的な記述を実行できます。

� 表とビュー

� シノニム

� プロシージャ

� ファンクション

� パッケージ

� 順序

� コレクション

� 型

� スキーマ

� データベース

他のスキーマ要素（プロシージャ /ファンクションの引数、列、型属性および型メソッド）
の情報は、前述のスキーマ・オブジェクトのいずれかの記述またはサブスキーマ・オブジェ
クトの明示的記述を通して得ることができます。 

アプリケーションで表を記述する場合は、その表の列の情報も取り出すことができます。さ
らに、OCIDescribeAny()では、表の列、関数のパッケージ、型のフィールドなどのサブス
キーマ・オブジェクトの名前がわかっている場合は、それらのサブスキーマ・オブジェクト
を直接記述できます。

OCIDescribeAny()コールには、パラメータの 1つとして記述ハンドルが必要です。記述ハン
ドルは、OCIHandleAlloc()へのコールで前もって割り当ててください。アプリケーション
では、OCIDescribeAny()をコールした後、記述ハンドルから記述オブジェクトに関する情報
を取り出せます。

OCIDescribeAny()で戻された情報は、ツリーのように階層的に編成されています。たとえ
ば、図 6-1は特定の表の記述の編成方法を示しています。
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図図図図 6-1 OCIDescribeAny()の表記述の表記述の表記述の表記述

OCIDescribeAny()によって戻される記述ハンドルには、このような記述ツリーを指す属性
OCI_ATTR_PARAMがあります。ツリーの各ノードには、そのノードに関連する属性と、
再帰的な記述ハンドルのように情報を含むサブツリーを指す属性があります。列リストなど
のリストの要素のように、すべての属性が同質である場合には、それらの属性をパラメータ
と言います。この章では、ハンドルおよびパラメータは、同じ意味で使用します。ノードに
関連付けられた属性は OCIAttrGet()によって、パラメータは OCIParamGet()によって戻され
ます。 

たとえば、表の記述ハンドルについての OCIAttrGet()は、列リストの情報のハンドルを戻し
ます。アプリケーションでは、OCIParamGet()を使用して、列リスト内の特定の列の列記述
へのハンドルを取り出します。列記述子へのハンドルを OCIAttrGet()へ受け渡すことによっ
て、名前やデータ型などの列に関する詳細を得ることができます（前述の図の左側をたどる
とそれがわかります）。

後続の OCIAttrGet()コールまたは OCIParamGet()コールでは、すべての記述が
OCIDescribeAny()によってクライアント側のキャッシュに保存されているので、追加のネッ
トワーク・ラウンドトリップは発生しません。

列1

データ型� 名前�

列�

列2

表記述�

記述ハンドル�
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制限制限制限制限
OCIDescribeAny()コールは基本情報に戻される情報を制限し、それが別の記述になる場合、
ノードの拡張を停止します。たとえば、表の列がオブジェクト型である場合、OCIは型を記
述しているサブツリーを戻しません。その情報は別の記述によって取得できるからです。

型および属性の注意型および属性の注意型および属性の注意型および属性の注意
記述操作を行う際には、次の注意があります。

データ型コードの注意データ型コードの注意データ型コードの注意データ型コードの注意
型コードの詳細（OCI_ATTR_TYPECODE属性に戻される OCI_TYPCODE値、
OCI_ATTR_DATA_TYPE属性に戻される SQLT型コードなど）は、 3-21ページの「型コー
ド」を参照してください。

OCI_ATTR_TYPECODEは、CREATE TYPE文を使用して新しい型が作成されるときにユー
ザーが供給する型を表す型コードを戻します。これらの型コードは、数え上げ可能な型の
OCITypeCodeで、OCI_TYPECODE定数で表されます。内部 PL/SQL型（ブール、索引付
き表）はサポートされません。

OCI_ATTR_DATA_TYPEは、データベースの列に格納されるデータ型を表す型コードを戻
します。これらは、Oracleの以前のバージョンで戻される記述値に似ています。これらの値
は、SQLT定数（ub2値）で表されます。BOOLEAN型は SQLT_BOLを戻します。

型の記述上の注意型の記述上の注意型の記述上の注意型の記述上の注意
型オブジェクトを記述するには、OCIプロセスをオブジェクト・モードで初期化する必要が
あります。

/* Initialize the OCI Process */
  if (OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0, 
                    (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                    (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0, 
                    (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ))
  { (void) printf("FAILED: OCIInitialize()\n");
    return OCI_ERROR; }

この関数の詳細は、 15-92ページで OCIInitialize()の説明を参照してください。

暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意暗黙的記述および明示的記述の注意
OCIStmtExecute()による暗黙的記述および OCIDescribeAny()による明示的記述を使用して、
列属性 OCI_ATTR_PRECISIONを戻すことができます。 暗黙的記述を使用する場合は、精度
を sb2に設定する必要があります。明示的記述を使用する場合は、精度をプレース・ホルダ
に対して ub1に設定する必要があります。この設定は、ディクショナリ内の精度のデータ型
と一致させるために必要です。 
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OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTSについての注意についての注意についての注意についての注意
型メソッド用の OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS属性は、そのメソッドの 2番目のレベルの
引数を表します。

たとえば、次のように、レコード my_typeと、型 my_typeの引数が指定されたプロシー
ジャ my_procを指定します。

my_type record(a number, b char)
my_proc (my_input my_type)

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS属性は、my_typeレコードの引数 aと bに適用されます。

パラメータ属性パラメータ属性パラメータ属性パラメータ属性
パラメータは、OCIParamGet()によって戻されます。パラメータは、異なる種類のオブジェ
クトや情報を記述できます。パラメータの属性は、そのパラメータに含まれる記述の型に
よって異なります。これらは、型固有の属性です。この項では、様々なパラメータの属性お
よびハンドルについて説明します。

次の表は、すべてのパラメータに属す属性のリストです。

表表表表 6-1 すべてのパラメータに属する属性すべてのパラメータに属する属性すべてのパラメータに属する属性すべてのパラメータに属する属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NUM_ATTRS 属性の数 ub2

OCI_ATTR_NUM_PARAMS パラメータの数 ub2

OCI_ATTR_OBJ_ID オブジェクト IDまたはスキーマ ID ub4

OCI_ATTR_OBJ_NAME オブジェクト名、スキーマ名またはデータベース名 text *

OCI_ATTR_OBJ_SCHEMA そのオブジェクトが存在するスキーマ text *
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これ以降の各項では、様々なパラメータの型に特有の属性およびハンドルのリストを示しま
す。

OCI_ATTR_PTYPE パラメータによって記述される情報の型。可能な値は次の
とおりです。

OCI_PTYPE_TABLE - 表

OCI_PTYPE_VIEW - ビュー

OCI_PTYPE_PROC - プロシージャ

OCI_PTYPE_FUNC - ファンクション

OCI_PTYPE_PKG - パッケージ

OCI_PTYPE_TYPE - 型

OCI_PTYPE_TYPE_ATTR - 型の属性

OCI_PTYPE_TYPE_COLL - コレクション・タイプ情報

OCI_PTYPE_TYPE_METHOD - 型のメソッド

OCI_PTYPE_SYN - シノニム

OCI_PTYPE_SEQ - 順序

OCI_PTYPE_COL - 表またはビューの列

OCI_PTYPE_ARG - ファンクションまたはプロシージャの
引数

OCI_PTYPE_TYPE_ARG - 型メソッドの引数

OCI_PTYPE_TYPE_RESULT - メソッドの結果

OCI_PTYPE_LIST - 表およびビューの列のリスト、ファン
クションおよびプロシージャの引数リスト、またはパッ
ケージのサブプログラム・リスト

OCI_PTYPE_SCHEMA - スキーマ

OCI_PTYPE_DATABASE - データベース

ub1

OCI_ATTR_TIMESTAMP この記述の基本であるオブジェクトのタイムスタンプ
（Oracleの日付書式による）

ub1 *

表表表表 6-1 すべてのパラメータに属する属性（続き）すべてのパラメータに属する属性（続き）すべてのパラメータに属する属性（続き）すべてのパラメータに属する属性（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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表表表表 /ビュー属性ビュー属性ビュー属性ビュー属性
表またはビューのパラメータ（型 OCI_PTYPE_TABLEまたは OCI_PTYPE_VIEW）の場合、
型特有の属性は次のとおりです。

その他に、表に属す次の属性があります。

表表表表 6-2 表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性表またはビューに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID ub4

OCI_ATTR_NUM_COLS 列の数 ub2

OCI_ATTR_LIST_COLUMNS 列リスト（型 OCI_PTYPE_LIST） dvoid *

OCI_ATTR_REF_TDO エクステント表の場合の、基礎型の TDOへの
REF

OCIRef *

OCI_ATTR_IS_TEMPORARY 表が一時表であるかどうか ub1

OCI_ATTR_IS_TYPED 表に型が指定されているかどうか ub1

OCI_ATTR_DURATION 一時表の継続時間。可能な値は次のとおりです。

OCI_DURATION_SESSION - セッション

OCI_DURATION_TRANS - トランザクション

OCI_DURATION_NULL - 非一時表

OCIDuration

表表表表 6-3 表に特有の属性表に特有の属性表に特有の属性表に特有の属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DBA セグメント・ヘッダーのデータ・ブロック・アド
レス

ub4

OCI_ATTR_TABLESPACE 表が存在する表領域 word

OCI_ATTR_CLUSTERED 表がクラスタ化表であるかどうか ub1

OCI_ATTR_PARTITIONED 表がパーティション表であるかどうか ub1

OCI_ATTR_INDEX_ONLY 表が索引のみの表であるかどうか ub1
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プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ /ファンクションファンクションファンクションファンクション /サブプログラム属性サブプログラム属性サブプログラム属性サブプログラム属性
プロシージャまたはファンクションのパラメータ（型 OCI_PTYPE_PROCまたは
OCI_PTYPE_FUNC）の場合、型特有の属性は次のとおりです。

次の属性は、パッケージ・サブプログラムでのみ定義されます。

パッケージ属性パッケージ属性パッケージ属性パッケージ属性
パッケージのパラメータ（型 OCI_PTYPE_PKG）の場合、型特有の属性は次のとおりです。

表表表表 6-4 プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性プロシージャまたはファンクションに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 引数リスト。 6-18ページの「リスト属性」を参照
してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS プロシージャまたはファンクションが実行者権限
プロシージャまたは実行者権限ファンクションで
あるかどうか。

ub1

表表表表 6-5 パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性パッケージ・サブプログラムに特有の属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME プロシージャまたはファンクションの名前。 text *

OCI_ATTR_OVERLOAD_ID ID番号のオーバーロード（プロシージャまたは
ファンクションがパッケージの一部で、オーバー
ロードされる場合に該当）。戻される値が、
PL/SQLファンクションまたはプロシージャの直
接問合せとは異なる場合があります。

ub2

表表表表 6-6 パッケージに属す属性パッケージに属す属性パッケージに属す属性パッケージに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_SUBPROGRAMS サブプログラム・リスト。 6-18ページの「リスト
属性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS パッケージが実行者権限パッケージであるかどう
か。

ub1
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型属性型属性型属性型属性
型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE）、その属性は表 6-7にリストされているとお
りです。これらの属性は、OCIInitialize()のコールの際に、アプリケーションによって
OCI_OBJECTモードで OCIプロセスが初期化される場合にのみ有効です。

表表表表 6-7 型に属す属性型に属す属性型に属す属性型に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の型記
述子オブジェクトのメモリー内 REFを戻します。
OCIRef用の領域が確保されていない場合は、領域
がキャッシュ内に暗黙的に割り当てられます。次
に、コールする側は OCIObjectPin()を使用して
TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。 6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。現在は、
OCI_TYPECODE_OBJECTまたは
OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTIONのみが
使用できます。

OCITypeCode

OCI_ATTR_COLLECTION_TYPECODE 型がコレクションの場合はコレクションの型コー
ドで、それ以外の場合は無効。 6-4ページの「デー
タ型コードの注意」を参照してください。現在は、
OCI_TYPECODE_VARRAYまたは
OCI_TYPECODE_TABLEのみが使用できます。
この属性が非コレクション型に対して問合せされ
た場合、エラーが戻されます。

OCITypeCode

OCI_ATTR_VERSION ユーザーが割り当てたバージョンを含む NULL終
了文字列。

text *

OCI_ATTR_IS_INCOMPLETE_TYPE 型として不完全か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SYSTEM_TYPE システム型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_PREDEFINED_TYPE 事前定義済みの型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_TRANSIENT_TYPE 一時的な型か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SYSTEM_

GENERATED_TYPE

 システム生成型か。 ub1

OCI_ATTR_HAS_NESTED_TABLE この型は NESTED TABLE属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_HAS_LOB この型は LOB属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_HAS_FILE この型は FILE属性を含むか。 ub1

OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT コレクション要素へのハンドル。 6-13ページの
「コレクション属性」を参照してください。

dvoid *
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OCIDescribeAny()の使用
型属性の属性型属性の属性型属性の属性型属性の属性
型の属性のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE_ATTR）、その属性は表 6-8にリストさ
れているとおりです。

OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS 型属性の数。 ub4

OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS 型属性のリスト。 6-18ページの「リスト属性」を
参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_NUM_TYPE_METHODS 型メソッドの数。 ub4

OCI_ATTR_LIST_TYPE_METHODS 型メソッドのリスト。 6-18ページの「リスト属性」
を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_MAP_METHOD 型のマップ・メソッド。 6-11ページの「型メソッ
ド属性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_ORDER_METHOD 型の順序メソッド。 6-11ページの「型メソッド属
性」を参照してください。

dvoid *

OCI_ATTR_IS_INVOKER_RIGHTS 型が実行者権限型であるかどうか。 ub1

表表表表 6-8 型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE  型属性の最大サイズ。この長さは、文字列と行につ
いて、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。 6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE  型属性のデータ型。 6-4ページの「データ型コード
の注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NAME 型属性名である文字列へのポインタ。 text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値型属性の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケー
ルが -127の場合は FLOATで、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を単
に NUMBERと表すことができます。

ub1

表表表表 6-7 型に属す属性型に属す属性型に属す属性型に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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型メソッド属性型メソッド属性型メソッド属性型メソッド属性
型のメソッドのパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_TYPE_METHOD）、その属性は表 6-9に
リストされているとおりです。 

OCI_ATTR_SCALE 数値型属性のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOATで、それ以外の場合
は NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0
（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列。データ型が SQLT_NTYまたは
SQLT_REFの場合は、戻される値には型名が含まれ
ます。データ型が SQLT_NTYの場合は、名前付き
データ型の型名が戻されます。データ型が
SQLT_REFの場合は、REFによって示されている名
前付きデータ型の型名が戻されます。

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型作成時のスキーマ名が付いた文字列。 text *

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の TDO
のメモリー内 REFを戻します。OCIRef用の領域が
確保されていない場合は、領域がキャッシュ内に暗
黙的に割り当てられます。次に、コールする側は
OCIObjectPin()を使用して TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 型属性が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、
キャラクタ・セット ID。

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 型属性が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、
キャラクタ・セット・フォーム。

ub1

表表表表 6-9 型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性型メソッドに属す属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME メソッド名（プロシージャまたはファンクショ
ン）。

text *

OCI_ATTR_ENCAPSULATION メソッドのカプセル化レベル
（OCI_TYPEENCAP_PRIVATEまたは
OCI_TYPEENCAP_PUBLICのいずれか）。

OCITypeEncap

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 引数リスト。 6-5ページの
「OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTSについての注
意」および 6-18ページの「リスト属性」を参照
してください。

dvoid *

表表表表 6-8 型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性型属性に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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参照として、次のコードは、対応するプロシージャ /ファンクションを判断するときに使用
できるメソッド・フラグを示しています。

OCITypeMethodFlag
{ OCI_TYPEMETHOD_INLINE = 0x0001,                               /* inline */
  OCI_TYPEMETHOD_CONSTANT = 0x0002,                           /* constant */
  OCI_TYPEMETHOD_VIRTUAL = 0x0004,                             /* virtual */
  OCI_TYPEMETHOD_CONSTRUCTOR = 0x0008,                     /* constructor */
  OCI_TYPEMETHOD_DESTRUCTOR = 0x0010,                       /* destructor */
  OCI_TYPEMETHOD_OPERATOR  = 0x0020,                          /* operator */
  OCI_TYPEMETHOD_SELFISH = 0x0040,  /* selfish method (generic otherwise) */ 

  OCI_TYPEMETHOD_MAP = 0x0080,                 /* map (relative ordering) */
  OCI_TYPEMETHOD_ORDER  = 0x0100,            /* order (relative ordering) */
    /* OCI_TYPEMETHOD_MAP and OCI_TYPEMETHOD_ORDER are mutually exclusive */

  OCI_TYPEMETHOD_RNDS= 0x0200,            /* Read no Data State (default) */
  OCI_TYPEMETHOD_WNDS= 0x0400,                     /* Write no Data State */
  OCI_TYPEMETHOD_RNPS= 0x0800,                   /* Read no Process State */
  OCI_TYPEMETHOD_WNPS= 0x1000                   /* Write no Process State */ }

OCI_ATTR_IS_CONSTRUCTOR メソッドはコンストラクタか。 ub1

OCI_ATTR_IS_DESTRUCTOR メソッドはデストラクタか。 ub1

OCI_ATTR_IS_OPERATOR メソッドは演算子か。 ub1

OCI_ATTR_IS_SELFISH メソッドは自己参照的か。 ub1

OCI_ATTR_IS_MAP メソッドはマップ・メソッドか。 ub1

OCI_ATTR_IS_ORDER メソッドは順序メソッドか。 ub1

OCI_ATTR_IS_RNDS "Read No Data State"がメソッドに設定されてい
るか。

ub1

OCI_ATTR_IS_RNPS "Read No Process State"がメソッドに設定されて
いるか。

ub1

OCI_ATTR_IS_WNDS "Write No Data State"がメソッドに設定されてい
るか。

ub1

OCI_ATTR_IS_WNPS "Write No Process State"がメソッドに設定されて
いるか。

ub1

表表表表 6-9 型メソッドに属す属性（続き）型メソッドに属す属性（続き）型メソッドに属す属性（続き）型メソッドに属す属性（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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コレクション属性コレクション属性コレクション属性コレクション属性
コレクション型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_COLL）、その属性は表 6-10にリスト
されているとおりです。 

表表表表 6-10 コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE 型属性の最大サイズ。この長さは、文字列と行につ
いて、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。 6-4ページの「データ型コードの注意」
を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE 型属性のデータ型。 6-4ページの「データ型コード
の注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NUM_ELEMENTS 配列の要素の数。コレクションが配列である場合に
のみ有効です。

ub4

OCI_ATTR_NAME 型属性名である文字列へのポインタ。 text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値型属性の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケー
ルが -127の場合は FLOATで、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を単
に NUMBERと表すことができます。

ub1

OCI_ATTR_SCALE 数値型属性のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOATで、それ以外の場合
は NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0
（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列。データ型が SQLT_NTYまたは
SQLT_REFの場合は、戻される値には型名が含まれ
ます。データ型が SQLT_NTYの場合は、名前付き
データ型の型名が戻されます。データ型が
SQLT_REFの場合は、REFによって示されている名
前付きデータ型の型名が戻されます。

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型作成時のスキーマ名が付いた文字列。 text *
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シノニム属性シノニム属性シノニム属性シノニム属性
シノニムのパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SYN）、その属性は表 6-11にリストされてい
るとおりです。 

順序属性順序属性順序属性順序属性
順序のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SEQ）、その属性は表 6-12にリストされていると
おりです。

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の TDO
のメモリー内 REFを戻します。OCIRef用の領域が
確保されていない場合は、領域がキャッシュ内に暗
黙的に割り当てられます。次に、コールする側は
OCIObjectPin()を使用して TDOを確保できます。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 型属性が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、
キャラクタ・セット ID。

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 型属性が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、
キャラクタ・セット・フォーム。

ub1

表表表表 6-11 シノニムに属す属性シノニムに属す属性シノニムに属す属性シノニムに属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID。 ub4

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME シノニム翻訳のスキーマ名を含む、NULLで終了する
文字列。

text *

OCI_ATTR_NAME シノニム翻訳のオブジェクト名を含む、NULLで終了
する文字列。

text *

OCI_ATTR_LINK シノニム翻訳のデータベース・リンク名を含む、
NULLで終了する文字列。

text *

表表表表 6-12 順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_OBJID オブジェクト ID。 ub4

OCI_ATTR_MIN 最小値（Oracle数値書式）。 ub1 *

OCI_ATTR_MAX 最大値（Oracle数値書式）。 ub1 *

OCI_ATTR_INCR 増分値（Oracle数値書式）。 ub1 *

表表表表 6-10 コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性コレクション型に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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列属性列属性列属性列属性
表またはビューの列のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_COL）、その属性は表 6-13にリス
トされているとおりです。

OCI_ATTR_CACHE キャッシュされた順序番号の数。順序がキャッ
シュされた順序でない場合は 0（ゼロ）です
（Oracle数値書式）。

ub1 *

OCI_ATTR_ORDER 順序が順序指定されているかどうか。 ub1

OCI_ATTR_HW_MARK 高水位標（Oracle数値書式）。 ub1 *

表表表表 6-13 表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_DATA_SIZE 列の最大サイズ。この長さは、文字列と行につい
て、文字ではなくバイト単位で戻されます。
NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_DATA_TYPE 列のデータ型。 6-4ページの「データ型コードの
注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_NAME 列名である文字列へのポインタ。 text *

OCI_ATTR_PRECISION 数値列の精度。精度が 0（ゼロ）以外でスケール
が -127の場合は FLOATで、それ以外の場合は
NUMBER（精度、スケール）です。精度が 0（ゼ
ロ）の場合は、NUMBER（精度、スケール）を
単に NUMBERと表すことができます。

明示的記述の場合は
ub1

暗黙的記述の場合は
sb2

OCI_ATTR_SCALE 数値列のスケール。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOATで、それ以外の場
合は NUMBER（精度、スケール）です。精度が
0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、スケー
ル）を単に NUMBERと表すことができます。

sb1

OCI_ATTR_IS_NULL 列で NULL値が許されない場合に、0（ゼロ）を
戻します。

ub1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列を戻します。データ型が
SQLT_NTYまたは SQLT_REFの場合は、戻され
る値には型名が含まれます。データ型が
SQLT_NTYの場合は、名前付きデータ型の型名
が戻されます。データ型が SQLT_REFの場合は、
REFによって示されている名前付きデータ型の型
名が戻されます。

text *

表表表表 6-12 順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性順序に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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引数引数引数引数 /結果属性結果属性結果属性結果属性
プロシージャ /ファンクションの引数のパラメータ（型 OCI_PTYPE_ARG）、型メソッドの
引数のパラメータ（型 OCI_PTYPE_TYPE_ARG）またはメソッド結果のパラメータ（型
OCI_PTYPE_TYPE_RESULT）の場合、属性は表 6-14にリストされているとおりです。

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME 型が作成されたときのスキーマ名を持つ文字列を
戻します。

text *

OCI_ATTR_REF_TDO 列の型がオブジェクト型の場合は、その型の
TDOの REF。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 列が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、キャ
ラクタ・セット ID。

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 列が文字列 /キャラクタ・タイプの場合は、キャ
ラクタ・セット・フォーム。

ub1

表表表表 6-14 引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_NAME 引数名である文字列へのポインタを戻します。 text *

OCI_ATTR_POSITION 引数リストの引数の位置。常に 0（ゼロ）を戻
します。

ub2

OCI_ATTR_TYPECODE 型コード。 6-4ページの「データ型コードの注
意」を参照してください。 

OCITypeCode

OCI_ATTR_DATA_TYPE 引数のデータ型。 6-4ページの「データ型コード
の注意」を参照してください。

ub2

OCI_ATTR_DATA_SIZE 引数のデータ型のサイズ。この長さは、文字列
と行について、文字ではなくバイト単位で戻さ
れます。NUMBERについては 22を戻します。

ub2

OCI_ATTR_PRECISION 数値引数の精度。精度が 0（ゼロ）以外でス
ケールが -127の場合は FLOATで、それ以外の
場合は NUMBER（精度、スケール）です。精
度が 0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、ス
ケール）を単に NUMBERと表すことができま
す。

ub1

表表表表 6-13 表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性表またはビューの列に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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OCI_ATTR_SCALE 数値引数のスケール。精度が 0（ゼロ）以外で
スケールが -127の場合は FLOATで、それ以外
の場合は NUMBER（精度、スケール）です。
精度が 0（ゼロ）の場合は、NUMBER（精度、
スケール）を単に NUMBERと表すことができ
ます。

sb1

OCI_ATTR_LEVEL データ型のレベル。この属性は常に 0（ゼロ）
を戻します。

ub2

OCI_ATTR_HAS_DEFAULT 引数にデフォルト値があるかどうかを示す。 ub1

OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS 次のレベルの引数のリスト（引数がレコード型
または表型のとき）。

dvoid *

OCI_ATTR_IOMODE 以下の引数モードを示す。

0は IN（OCI_TYPEPARAM_IN）

1は OUT （OCI_TYPEPARAM_OUT）

2は IN/OUT （OCI_TYPEPARAM_INOUT）

OCITypeParamMode

OCI_ATTR_RADIX 基数を戻します（数値型の場合）。 ub1

OCI_ATTR_IS_NULL 列で NULL値が許されない場合に、0（ゼロ）
を戻します。

ub1

OCI_ATTR_TYPE_NAME 型名である文字列、または、パッケージのロー
カル型の場合はパッケージ名の文字列を戻す。
データ型が SQLT_NTYまたは SQLT_REFの場
合は、戻される値には型名が含まれます。デー
タ型が SQLT_NTYの場合は、名前付きデータ
型の型名が戻されます。データ型が SQLT_REF
の場合は、REFによって示されている名前付き
データ型の型名が戻されます。 

text *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME SQLT_NTYまたは SQLT_REFについては、そ
の型が作成されたスキーマ名、または、パッ
ケージのローカル型の場合は、そのパッケージ
が作成されたスキーマ名を持つ文字列を戻しま
す。

text *

OCI_ATTR_SUB_NAME SQLT_NTYまたは SQLT_REFについては、
パッケージのローカル型の場合に、型名を持つ
文字列を戻します。

text *

表表表表 6-14 引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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リスト属性リスト属性リスト属性リスト属性
列または引数、サブプログラムのリストのパラメータ（型 OCI_PTYPE_LIST）の場合、型特
有の属性およびハンドル（パラメータ）は次のとおりです。

� リストには、リスト型を指定する OCI_ATTR_LIST_TYPE属性があります。可能な値は
次のとおりです。

– OCI_LTYPE_COL - 列リスト

– OCI_LTYPE_ARG_PROC - プロシージャ引数リスト

– OCI_LTYPE_ARG_FUNC - ファンクション引数リスト

– OCI_LTYPE_SUBPRG - サブプログラム・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ATTR - 型属性リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_METHOD - 型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ARG_PROC - 結果引数なしの型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_TYPE_ARG_FUNC - 結果引数なしの型メソッド・リスト

– OCI_LTYPE_SCH_OBJ - スキーマ内のオブジェクト・リスト

– OCI_LTYPE_DB_SCH - データベース内のスキーマ・リスト

� リストには、リスト内の要素数を調べる OCI_ATTR_NUM_PARAMS属性があります。

� リストには、リスト内のそれぞれの列、引数またはサブプログラム（型
OCI_PTYPE_COL、OCI_PTYPE_ARG、OCI_PTYPE_PROCまたは
OCI_PTYPE_FUNC）の 1..OCI_ATTR_NUM_PARAMSパラメータがあります。ファン

OCI_ATTR_LINK SQLT_NTYまたは SQLT_REFについては、そ
の型が存在するデータベースのデータベース・
リンク名を持つ文字列を戻します。これは、
パッケージのローカル型で、そのパッケージが
リモートであるときのみ発生します。

text *

OCI_ATTR_REF_TDO 引数の型がオブジェクトの場合に、その型の
TDOの REFを戻します。

OCIRef *

OCI_ATTR_CHARSET_ID 引数が文字列 /キャラクタ・タイプの場合に、
キャラクタ・セット IDを戻します。

ub2

OCI_ATTR_CHARSET_FORM 引数が文字列 /キャラクタ・タイプの場合に、
キャラクタ・セット・フォームを戻します。

ub1

表表表表 6-14 引数引数引数引数 /結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性結果に属す属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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クション引数リストの場合、位置 0には、戻り値（型 OCI_PTYPE_ARG）のパラメー
タがあります。

スキーマ属性スキーマ属性スキーマ属性スキーマ属性
スキーマ型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_SCHEMA）、その属性は表 6-15にリスト
されているとおりです。

データベース属性データベース属性データベース属性データベース属性
データベース型のパラメータの場合（型 OCI_PTYPE_DATABASE）、その属性は表 6-16に
リストされているとおりです。

表表表表 6-15 スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性スキーマに特有の属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_LIST_OBJECTS スキーマ内のオブジェクトのリスト。 text *

表表表表 6-16 データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性 

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型

OCI_ATTR_VERSION データベース・バージョン。 text *

OCI_ATTR_CHARSET_ID サーバー・ハンドルからのデータベース・
キャラクタ・セット ID。

ub2

OCI_ATTR_NCHARSET_ID サーバー・ハンドルからのデータベース・
キャラクタ・セット ID。

ub2

OCI_ATTR_LIST_SCHEMAS データベース内のスキーマのリスト（型
OCI_PTYPE_SCHEMA）。

OCI_PTYPE_LIST

OCI_ATTR_MAX_PROC_LEN プロシージャ名の最大長。 ub4

OCI_ATTR_MAX_COLUMN_LEN 列名の最大長。 ub4

OCI_ATTR_CURSOR_COMMIT_BEHAVIOR COMMIT操作が、データベース内のカーソ
ルおよび準備完了文に与える影響。値は次の
とおりです。

OCI_CURSOR_OPEN - カーソルの状態を
COMMIT操作の前の状態に保持します。

OCI_CURSOR_CLOSED - カーソルは、
COMMIT操作時に閉じます。ただし、アプ
リケーションでは、文を再準備せずに再実行
できます。

ub1

OCI_ATTR_MAX_CATALOG_NAMELEN カタログ（データベース）名の最大長。 ub1
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例例例例
次の例では、異なる種類のスキーマ・オブジェクトを記述するための OCIDescribeAny()の使
用方法を示します。 より詳細なコード例は、Oracleインストレーションに含まれているデ
モ・プログラム cdemodsa.cを参照してください。詳細は、付録 B「OCIデモ・プログラ
ム」を参照してください。

表用の列データ型の取出し表用の列データ型の取出し表用の列データ型の取出し表用の列データ型の取出し
この例では、明示的な記述の使用方法を示しています。表の列データ型を取り出すアプリ
ケーションを例として考えます。 次のコード部分は、アプリケーションで記述インタフェー
スを使用する例です。

...
text objptr[] = <table-name>;
ub4 objp_len = strlen(<table_name>);
OCIParam *parmh;         /* parameter handle */
OCIParam *collsthd;      /* handle to list of columns */
OCIParam *colhd;         /* column handle */
OCIDescribe *dschp;      /* describe handle */

...
/* get the describe handle for the table */
if (OCIDescribeAny(svch, errh, objptr, objp_len, OCI_OTYPE_NAME, 0, 
     OCI_PTYPE_TABLE, dschp))

OCI_ATTR_CATALOG_LOCATION 修飾表内のカタログの位置。値は
OCI_CL_STARTおよび OCI_CL_ENDです。

ub1

OCI_ATTR_SAVEPOINT_SUPPORT データベースがセーブポイントをサポートす
るかどうか。値は OCI_SP_SUPPORTEDお
よび OCI_SP_UNSUPPORTEDです。

ub1

OCI_ATTR_NOWAIT_SUPPORT データベースが NOWAIT句をサポートする
かどうか。値は OCI_NW_SUPPORTEDお
よび OCI_NW_UNSUPPORTEDです。

ub1

OCI_ATTR_AUTOCOMMIT_DDL DDL文で自動確定モードが必要かどうか。
値は OCI_AC_DDLおよび
OCI_NO_AC_DDLです。

ub1

OCI_ATTR_LOCKING_MODE データベースのロック・モード。値は
OCI_LOCK_IMMEDIATEおよび
OCI_LOCK_DELAYEDです。

ub1

表表表表 6-16 データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性データベース固有の属性 （続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明 属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
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   return error;
/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM,
     errh))
    return error;
/* The type information of the object, in this case, OCI_PTYPE_TABLE,
is obtained from the parameter descriptor returned by the OCIAttrGet(). */
/* get the number of columns in the table */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numcols, 0, 
     OCI_ATTR_NUM_COLS, errh))
    return error;
/* get the handle to the column list of the table */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &collsthd, 0,
     OCI_ATTR_LIST_COLUMNS, errh)==OCI_NO_DATA)
   return error;
/* go through the column list and retrieve the data-type of each column,
and then recursively describe column types. */

for (i = 1; i <= numcols; i++)
{
    /* get parameter for column i */
    if (OCIParamGet(collsthd, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &colhd, i))
        return error;
    /* for example, get data type for ith column */
    if (OCIAttrGet(colhd, OCI_DTYPE_PARAM, &datatype[i-1], 0,
       OCI_ATTR_DATA_TYPE, errh))
        return error;
}
...
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ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述ストアド・プロシージャの記述
ストアド・プロシージャとファンクションについて考えてみます。プロシージャとファンク
ションの違いは、ファンクションには引数リストに位置 0（ゼロ）の戻り型がありますが、
プロシージャには、引数リストの位置 0（ゼロ）に対応する引数はありません。型メソッド
の記述に必要なステップ（ファンクションとプロシージャへの分割も行います）は、通常の
PL/SQLファンクションおよびプロシージャのステップとまったく同じです。プロシージャ
/ファンクションは、オブジェクトのデフォルト型を引数として使用できることに注意して
ください。以下のプロシージャがあるとします。

P1 (arg1 emp.sal%type, arg2 emp%rowtype)

さらに、emp表の各行には、name（VARCHAR2(20)）および sal（NUMBER）の 2列があ
るとします。つまり、P1の引数リストには、arg1と arg2の 2つの引数がそれぞれレベル
0の位置 1と位置 2にあり、引数の nameと salがそれぞれレベル 1の位置 1と位置 2にあ
ります。P1の記述では、引数の数として 2を戻し、レベル 0を超える（> 0）引数を、レベ
ル 0（ゼロ）の引数の属性として戻します。

以下のコード部分は、P1の記述を説明しています。

...
text objptr[] = "P1";      /* procedure name */
ub4 objp_len = strlen("P1");
OCIParam *parmh;           /* parameter handle */
OCIParam *arglst;          /* list of args */
OCIParam *arg;             /* argument handle */
OCIDescribe *dschp;      /* describe handle */

ub2 numargs, pos, level; 
text *name;
ub4 namelen;

...
/* get the describe handle for the table */
if (OCIDescribeAny(svch, errh, objptr, objp_len, OCI_OTYPE_NAME, 0, 
    OCI_PTYPE_PROC, dschp))
    return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 
    errh))
    return error;

/* Get the number of arguments and the arg list */
if (OCIAttrGet (parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &arglst, 
0, OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, errh))
    return error;
if (OCIAttrGet (parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numargs, 0, 
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    OCI_ATTR_NUM_PARAMS, errh))
    return error;

/* For a procedure, we begin with i = 1; for a 
function, we begin with i = 0. */

for (i = 1; i < numargs; i++) {
OCIParamGet (arglst, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &arg, i);
OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &name, &namelen, OCI_ATTR_NAME, 
        errh);
...
/* to print the attributes of the argument of type record 
(arguments at the next level), traverse the argument list */

OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &arglst1, 0,
OCI_ATTR_LIST_ARGUMENTS, erh);

/* check if the current argument is a record. For arg1 in P1
arglst1 is NULL. */

  if (arglst1) {
    OCIAttrGet (arg, OCI_DTYPE_PARAM, &numargs1,0, OCI_ATTR_NUM_PARAMS, 
        errh);

/* Note that for both functions and procedures,the next higher level 
arguments start from index 1. For arg2 in P1, the number of arguments at 
the level 1 would be 2 */

    for (i = 1; i < numargs1, i++) {
      OCIParamGet (arglst1, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &arg1, i);
      OCIAttrGet (arg1, OCI_DTYPE_PARAM, &name1, &namelen1, 
        OCI_ATTR_NAME, errh);
    ...
    }
  }
}
...
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オブジェクト型の属性の取出しオブジェクト型の属性の取出しオブジェクト型の属性の取出しオブジェクト型の属性の取出し
この例では、名前付きオブジェクト型についての明示的な記述の使用方法を示します。オブ
ジェクトを名前またはオブジェクト参照（OCIRef）によって記述する方法を説明します。 以
下のコード部分によって、オブジェクト型の属性について各データ型値の取出しが試みられ
ます。 これは 6-20ページの「表用の列データ型の取出し」の最初の例によく似ています。

...
text type_name[] = <type_name>;
ub4 type_name_len = strlen(<type_name>);
OCIRef *type_ref = <type_ref>;
un4 numattrs;
OCIDescribe *dschp;      /* describe handle */
OCIParam *parmh;         /* parameter handle */
OCIParam *attrlsthd;     /* handle to list of attrs */
OCIParam *attrhd;        /* attribute handle */
...
/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh, (dvoid **)&dschp,
                  (ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE, (size_t)0, (dvoid **)0))
   return error;

/* get the describe handle for the type */
if (describe_by_name)
  if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_name, type_name_len, 
       OCI_OTYPE_NAME, 0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
       return error;
else
  if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_ref, 0, OCI_OTYPE_REF, 
        0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
        return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 
    errh))
    return error;

/* The type information of the object, in this case, OCI_PTYPE_TYPE, is 
obtained from the parameter descriptor returned by the OCIAttrGet */

/* get the number of attributes in the type */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &numattrs, 0, 
    OCI_ATTR_NUM_TYPE_ATTRS, errh))
    return error;

/* get the handle to the attribute list of the type */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, (dvoid *)&attrlsthd, 0, 
      OCI_ATTR_LIST_TYPE_ATTRS, errh)==OCI_NO_DATA)
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  return error;

/* go through the attribute list and retrieve the data-type of each attribute, and 
then recursively describe attribute types. */

for (i = 1; i <= numattrs; i++)
{
/* get parameter for attribute i */
if (OCIParamGet(attrlsthd, OCI_DTYPE_PARAM, errh, &attrhd, i))
      return error;

/* for example, get data type and typecode for attribute; note that 
OCI_ATTR_DATA_TYPE returns the SQLT code, while OCI_ATTR_TYPECODE returns the Oracle 
Type System typecode. */
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&datatype[i-1], 0, 
      OCI_ATTR_DATA_TYPE,errh))
    return error;
/* for example, get data type for attribute*/
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&typecode[i-1], 0, 
      OCI_ATTR_TYPECODE, errh))
    return error;

/* if attribute is an object type, recursively describe it */
if (typecode[i-1] == OCI_TYPECODE_OBJECT)
{
OCIRef *attr_type_ref;
OCIDescribe *nested_dschp;

/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh,(dvoid**)&dschp,
(ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE,(size_t)0, (dvoid **)0))
return error;

if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,
          &attr_type_ref, 0, OCI_ATTR_REF_TDO,errh))
      return error;
      OCIDescribeAny(svch, errh,(dvoid*)attr_type_ref, 0, 
          OCI_OTYPE_REF, 0, OCI_PTYPE_TYPE, nested_dschp);
/* go on describing the type... */
    }
}
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名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の取出し名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の取出し名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の取出し名前付きコレクション型のコレクション要素のデータ型の取出し
この例では、名前付きコレクション型についての明示的な記述の使用方法を示しています。
オブジェクトを名前またはオブジェクト参照（OCIRef）によって記述する方法を説明しま
す。 以下のコード部分によって、オブジェクト型の属性について各データ型値の取出しが試
行されます。これは 6-20ページの「表用の列データ型の取出し」の最初の例によく似ていま
す。

...
text type_name[] = <type_name>;
ub4 type_name_len = strlen(<type_name>);
OCIRef *type_ref = <type_ref>;
un4 numattrs;
OCIDescribe *dschp;     /* describe handle */
OCIParam *parmh;        /* parameter handle */
OCIParam *attrlsthd;    /* handle to list of attrs */
OCIParam *attrhd;       /* attribute handle */
...
/* allocate describe handle */
if (OCIHandleAlloc((dvoid *)envh, (dvoid **)&dschp,
                  (ub4)OCI_HTYPE_DESCRIBE, (size_t)0, (dvoid **)0))
  return error;

/* get the describe handle for the type */
if (describe_by_name)
  if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_name, type_name_len, 
      OCI_OTYPE_NAME, 0, OCI_PTYPE_TYPE, dschp))
      return error;
else
  if (OCIDescribeAny(svch, errh, (dvoid*)type_ref, 0, OCI_OTYPE_REF, 0, 
      OCI_PTYPE_TYPE, &dschp))
      return error;

/* get the parameter handle */
if (OCIAttrGet(dschp, OCI_HTYPE_DESCRIBE, &parmh, 0, OCI_ATTR_PARAM, 
    errh))
    return error;

/* get the Oracle Type System type code of the type to determine that this is a 
collection type */
if (OCIAttrGet(attrhd, OCI_DTYPE_PARAM,&typecode, 0, OCI_ATTR_TYPECODE, 
    errh))
    return error;

/* if typecode is OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION,
  proceed to describe collection element */
if (typecode == OCI_TYPECODE_NAMEDCOLLECTION)
{
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  /* get the collection's type: ie, OCI_TYPECODE_VARRAY or OCI_TYPECODE_TABLE */

if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, (dvoid *)&collection_typecode, 0, 
OCI_ATTR_COLLECTION_TYPECODE, errh))
    return error;

/* get the collection element; you MUST use this to further retrieve information 
about the collection's element */
if (OCIAttrGet(parmh, OCI_DTYPE_PARAM, &collection_element_parmh, 0, 
OCI_ATTR_COLLECTION_ELEMENT, errh))
    return error;

/* get the number of elements if collection is a VARRAY; not valid for nested tables 
*/
if (collection_typecode == OCI_TYPECODE_VARRAY)
    if OCIAttrGet(collection_element_parmh, OCI_DTYPE_PARAM,
      (dvoid *)&num_elements, 0, OCI_ATTR_NUM_ELEMENTS, errh))
      return error;

/* now use the collection_element parameter handle to retrieve information about the 
collection element */
if OCIAttrGet(collection_element_parmh, OCI_DTYPE_PARAM, 
    (dvoid *)&element_typecode, 0, OCI_ATTR_TYPECODE, errh))
    return error;

/* do the same to describe additional collection element information; this is very 
similar to describing type attributes */
...
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LOBおよびおよびおよびおよび FILE操作操作操作操作

この章は、次のトピックで構成されています。

� 概要

� 内部 LOBの作成と変更

� 表内の FILEと OSファイルの関連付け

� オブジェクトの LOB属性

� LOBの配列インタフェース

� LOBおよび FILEの関数

� LOB読込みおよび書込みコールバック

� テンポラリ LOBのサポート
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概要
概要概要概要概要
Oracle OCIには、データベース内のラージ・オブジェクト（LOB）で操作を実行するための
一連の関数があります。内部 LOB（BLOB、CLOB、NCLOB）は、データベースの表領域
に、領域の最適化とアクセスの効率化を実現するように格納されます。これらの LOBは、
データベース・サーバーのトランザクションを完全にサポートしています。外部 LOB
（FILE）とは、データベース表領域の外のサーバーのオペレーティング・システム・ファイ
ルに格納された大型のデータ・オブジェクトのことです。

また、OCIはテンポラリ LOBもサポートしています。テンポラリ LOBは、LOBデータ上
で操作するローカル変数のように使用することができます。

LOBおよび FILEの最大長は、4GBです。FILE機能は読取り専用です。Oracleでは、現在、
バイナリ・ファイル（BFILE）のみをサポートしています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOB操作の使用を示したコード例については、Oracleインストレーションに
付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。詳細は、付録 B「OCI
デモ・プログラム」を参照してください。

LOBと併用するための dbms_lobパッケージの詳細は、『Oracle8i PL/SQLパッケー
ジ・プロシージャ リファレンス』を参照してください。 利用できる LOBおよび LOBイ
ンタフェースの一般情報については、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラー
ジ・オブジェクト』を参照してください。

テンポラリ LOBの詳細は、7-14ページの「テンポラリ LOBのサポート」を参照してく
ださい。

内部内部内部内部 LOBの作成と変更の作成と変更の作成と変更の作成と変更
内部 LOBを新規作成するには、OCIDescriptorAlloc()を使用して新規の LOBロケータを初期
化してから、OCIAttrSet()をコールして（OCI_ATTR_LOBEMPTY属性を使用して）空に設
定し、次に INSERT文でロケータをプレース・ホルダにバインドします。この処理により、
LOB列または属性がある表に空のロケータを挿入します。次に、SELECT...FOR UPDATE
でこの行を選択し、ロケータを入手します。その後、OCIの LOB関数を使用してロケータ
に書き込みます。

注意注意注意注意 : LOB列または属性を変更（書込み、コピー、切捨てなど）する場合は、必ず
LOBを含む行をロックする必要があります。これを実行する方法の 1つは、操作を実行
する前に SELECT...FOR UPDATE文を使用してロケータを選択します。

LOB書込みコマンドを正常に実行するには、トランザクションをオープンしてください。こ
のため、データを書き込む前にトランザクションをコミットする場合、コミットによってト
ランザクションはクローズするため、たとえば、SELECT...FOR UPDATE文を再発行して、
行を再ロックする必要があります。

OCIAttrSet()ではなく、EMPTY_BLOB()および EMPTY_CLOB()を使用した内部 LOB作成
の詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してく
ださい。
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注意注意注意注意 : トリガー内からの LOBの読込みと書込みの詳細は、『Oracle8iアプリケーション
開発者ガイド ラージ・オブジェクト』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBロケータのプレース・ホルダへのバインド、およびそれらを INSERT文
で使用する場合の詳細は、5-10ページの「LOBのバインド」を参照してください。

表内の表内の表内の表内の FILEとととと OSファイルの関連付けファイルの関連付けファイルの関連付けファイルの関連付け
BFILENAME()関数は INSERT文で使用して、外部のサーバー側（OS）ファイルと表内の
BFILE列 /属性を関連付けることができます。 UPDATE文で BFILENAME()を使用すると、
BFILE列または属性と、別の OSファイルを関連付けます。 OCILobFileSetName()を使用し
て、表内の FILEを OSファイルに関連付けることもできます。 通常、BFILENAME()はバイ
ンド変数を使用しない INSERTまたは UPDATE内で使用し、OCILobFileSetName()はバイン
ド変数に使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、15-130ページの「OCILobFileSetName()」を参照してください。 
BFILENAME()関数の詳細は、『 Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブ
ジェクト』を参照してください。

オブジェクトのオブジェクトのオブジェクトのオブジェクトの LOB属性属性属性属性
OCIアプリケーションでは、OCIObjectNew()を使用して LOB属性を持つ永続オブジェクト
または一時オブジェクトを作成することができます。

オブジェクトのオブジェクトのオブジェクトのオブジェクトの LOB属性への書込み属性への書込み属性への書込み属性への書込み
OCIを使用して、LOB属性を持つ新規の永続オブジェクトを作成したり、その LOB属性へ
の書込みができます。アプリケーションでは次のステップに従います。

1. OCIObjectNew()をコールして、LOB属性を持つ永続オブジェクトを作成します。

2. オブジェクトを使用済とマークします。

3. 表に行を挿入して、オブジェクトをフラッシュします。

4. オブジェクトをデータベースから取り出し、LOBに有効なロケータを取得して、オブ
ジェクトの最新バージョンを再確保します（またはオブジェクトをリフレッシュしま
す）。

5. オブジェクトの LOBロケータを使用して OCILobWrite()をコールし、データを書き込み
ます。

マーク、フラッシュ、リフレッシュなど、オブジェクト操作の詳細は、第 10章「OCIオブ
ジェクト・リレーショナル・プログラミング」を参照してください。
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LOBの配列インタフェース
LOB属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト属性を持つ一時オブジェクト
アプリケーションでは、OCIObjectNew()をコールして、内部 LOB（BLOB、CLOB、
NCLOB）属性を持つ一時オブジェクトを作成できます。ただし、テンポラリ LOBは現在サ
ポートされていないので、ユーザーが LOB属性で操作（読込みまたは書込み等）を実行す
ることはできません。一時内部 LOB型を作成するための OCIObjectNew()コールは失敗しま
せんが、アプリケーションでは、このテンポラリ LOBで LOB操作を使用することはできま
せん。

ただし、アプリケーションでは、FILE属性を持つ一時オブジェクトを作成し、FILE属性を
使用して、サーバーのファイル・システムに格納されているファイルからデータを読み込め
ます。アプリケーションでは、OCIObjectNew()をコールして一時 FILEを作成し、その FILE
でサーバーのファイルから読み込むことができます。

LOBの配列インタフェースの配列インタフェースの配列インタフェースの配列インタフェース
LOBとともに、OCIの配列インタフェースを他のデータ型と同じように使用することがで
きます。ただし、記述子を割り当てるには以下を行う必要があります。

/* First create an array of OCILocator pointers: */
OCILobLocator *lobp[10];

for (i=0; i < 10; i++)
{ OCIDescriptorAlloc (...,&lobp[i],...);

/* Then bind the descriptor as follows */
  OCIBindByPos(.......&lobp[i], .....);
}

LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数
表 7-1の関数は、LOBおよび FILEで操作するために使用できます。各関数に関する詳細は、
第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。これらの LOBおよび FILEコー
ルは、アプリケーションが Oracle 7 Serverに接続している場合は無効です。

データへのオフセットを伴うすべての LOB操作で、オフセットは 1から開始されます。
OCILobCopy()、OCILobErase()、OCILobLoadFromFile()および OCILobTrim()などの LOB操作
に対しては、クライアント側のキャラクタ・セットにかかわらず、amountパラメータは
CLOBと NCLOBの文字数です。これらの LOB操作は、サーバー上の LOBデータの量を参
照します。LOBコールでは、amountおよび offsetパラメータに、次の一般的な規則が適用さ
れます。

� amount- amountパラメータがサーバー側の LOBを参照する場合は、amount（量）は文
字数です。amountパラメータがクライアント側のバッファを参照する場合は、amount
（量）はバイト数です。 
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� offset - クライアント側文字セットが可変幅かどうかには関係なく、offsetパラメータは
常に CLOBおよび NCLOBの場合は文字数で、BLOBおよび BFILEの場合はバイト数
です。

これらの一般的な規則の例外は、特定の LOBコールの説明で示してあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEに関する説明を参照してください。

表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途

OCILobAppend() 内部 LOBのみ ある内部 LOBのデータを別の内部 LOBに追加します。LOBの追
加元および追加先は、すでに存在している必要があります。新規
に書き込むデータが追加先 LOBの現行の長さよりも大きい場合
は、追加先 LOBは、そのデータにあわせて拡張されます。追加先
LOBを最大長（4GB）を超えて拡張したり、NULLである LOB
から追加しようとすると、エラーになります。 

OCILobAssign() LOB/FILEロケータを別のロケータに割り当てます。この関数は、
テンポラリ LOBには使用できません。OCILobLocatorAssign()を使
用してください。

OCILobCharSetForm() CLOB/NCLOBのキャラクタ・セット・フォームを入手します。

OCILobCharSetId() CLOB/NCLOBのキャラクタ・セット IDを入手します。

OCILobClose() オープンされた LOBまたは BFILEをクローズします。

OCILobCopy() 内部 LOBのみ この関数は、内部 LOBの一部を別の内部 LOBにコピーします。
LOBのコピー元およびコピー先は、すでに存在している必要があ
ります。データが宛先の開始位置にすでに存在する場合、ソー
ス・データで上書きされます。宛先の開始位置がカレント設定値
の終了地点を超える場合は、宛先の設定値の終了地点から新たに
ソースから書込まれるデータの開始地点までの LOBに、0（ゼロ）
バイト充填文字（BLOB）か空白（CLOB/NCLOB）が配置されま
す。新規に書き込むデータが追加先 LOBの現行の長さよりも大き
い場合は、追加先 LOBは、そのデータにあわせて拡張されます。
コピー先 LOBを最大長（4GB）を超えて拡張すると、エラーにな
ります。LOBのコピー操作は、同じ型の LOBで実行してくださ
い。たとえば、ある CLOBは別の CLOBにコピーでき、ある
BLOBは別の BLOBにコピーできますが、CLOBは BLOBにコ
ピーできず、その反対もできません。

OCILobCreateTemporary() テンポラリ LOBを作成します。

OCILobDisableBuffering() 内部 LOBのみ 指定の内部ロケータについて、LOBのバッファリングを使用禁止
にします。
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OCILobEnableBuffering() 内部 LOBのみ 指定の内部ロケータについて、LOBのバッファリングを使用可能
にします。

OCILobErase() 内部 LOBのみ 指定されたオフセットから始まる指定された部分を内部 LOB値か
ら消去します。実際に消去した文字数またはバイト数が戻ります。
要求した文字数またはバイト数を消去する前に LOBデータの終了
位置に達すると、実際に消去した文字数またはバイト数と要求し
た文字数またはバイト数は異なる値になります。LOBが NULLの
場合、このルーチンは、0（ゼロ）文字 /バイトを消去したことを
表示します。 

OCILobFileClose(),
OCILobFileCloseAll()

以前にオープンした FILEまたはオープンしているすべての FILE
をクローズします。内部 LOBに対してこの関数をコールするとエ
ラーになります。FILEが存在していてオープンしていないとき
は、エラーは戻りません。

OCILobFileExists() FILEがサーバー上に存在しているかテストします。

OCILobFileGetName() FILEの名前とディレクトリ別名を入手します。

OCILobFileIsOpen() FILEが入力ロケータでオープンされているかどうかをテストしま
す。

OCILobFileOpen() FILEをオープンします。FILEは、読取り専用アクセス用にオー
プンできます。この関数を内部 LOBに対してコールするとエラー
になります。

OCILobFileSetName() FILEの名前とディレクトリ別名を設定します。

OCILobFlushBuffer() 内部 LOBのみ LOBのバッファをフラッシュします。

OCILobFreeTemporary() テンポラリ LOBの値を解放します。

OCILobGetChunkSize() 利用可能な LOBのチャンク・サイズを入手します。

OCILobGetLength() この関数は、LOBまたは FILEの長さを入手します。LOBまたは
FILEが NULLの場合、長さは未定義です。空の内部 LOBの長さ
は 0（ゼロ）です。クライアント側文字セットが可変幅かどうか
には関係なく、出力の長さは、CLOBおよび NCLOBの場合は文
字数で、BLOBおよび BFILEの場合はバイト数です。

OCILobIsEqual() 2つの LOB/FILEロケータが等しいかテストします。2つのロ
ケータが等しいのは、両方のロケータが同じ LOB/FILE値を参照
している場合のみです。

OCILobIsOpen() LOBがオープンされているかどうかテストします。

OCILobIsTemporary() テンポラリ LOBであるかどうかテストします。

表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途
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OCILobLoadFromFile() FILEからのデータを持つ LOBのすべてまたは一部を移行します。

OCILobLocatorAssign() LOB/FILEロケータを別の LOB/FILEロケータに割り当てます。

OCILobLocatorIsInit() LOB/FILEロケータが初期化されているかテストします。

OCILobOpen() LOBまたは BFILEをオープンします。

OCILobRead() この関数は、LOBまたは FILE値の一部をバッファへ読み込みま
す。NULLの LOBまたは FILEから読み取るとエラーになりま
す。クライアント側文字セットが可変幅の場合は、CLOBおよび
NCLOBの入力量は文字数、出力量はバイト数です。入力量は、
サーバー側 CLOB/NCLOBから読み込む文字数を指します。出力
量は、バッファ bufpに読み込まれるバイト数を示します。 ポーリ
ング・モードを使用している場合は、バッファ全体が埋められて
いない可能性があるので、各 OCILobRead() コールの後に amtp パ
ラメータの値を見て、バッファに読み込まれたバイト数を調べま
す。コールバックを使用している場合は、コールバックに入力さ
れる lenパラメータが、バッファに読み込まれたバイト数を示し
ます。バッファ全体がデータで埋められていない可能性があるの
で、コールバック処理中に lenパラメータをチェックしてくださ
い。

OCILobTrim() 内部 LOBのみ この関数は、LOBの値を指定された長さに短く切り詰めて、LOB
を切り捨てます。 

OCILobWrite() 内部 LOBのみ この関数は、バッファのデータを内部 LOBに書き込みます。デー
タがすでに LOBの中に存在する場合は、バッファに格納されてい
たデータによって上書きされます。クライアント側文字セットが
可変幅の場合は、CLOBおよび NCLOBの入力量はバイト数、出
力量は文字数です。入力量は、LOBに書き込まれるデータのバイ
ト数を指します。出力量は、サーバー側 CLOB/NCLOBに書き込
まれる文字数を指します。

OCILobWriteAppend()  LOBの末尾からデータを書き込みます。

表表表表 7-1  OCI LOBおよびおよびおよびおよび FILEの関数の関数の関数の関数 （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 制限制限制限制限 用途用途用途用途
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LOBの読込みの読込みの読込みの読込み /書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数書込みパフォーマンスを向上するための関数

OCILobGetChunkSize()の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
ユーザーは OCILobGetChunkSize()コールを利用して、LOBの読込みおよび書込み操作のパ
フォーマンスを向上させることができます。 OCILobGetChunkSize()は、利用可能なチャン
ク・サイズを BLOBに対してはバイト数で、CLOBおよび NCLOBに対しては文字数で戻し
ます。サイズが利用可能なチャンク・サイズの倍数で、チャンクの境界から開始するデータ
を使用して読込みまたは書込みが行われると、パフォーマンスが向上します。LOBを含む表
の作成時に、ユーザーは、LOB列に対してチャンク・サイズを指定できます。

OCILobGetChunkSize()のコールにより、LOBの利用可能なチャンク・サイズが戻されるの
で、アプリケーションは、同じチャンク上で実行される複数の LOB書込みコールを発行す
るかわりに、チャンク全体が書き込まれるまで、一連の書込み操作をバッチ処理できます。

LOBの末尾までを読み込むには、4GBを使用して OCILobRead()をコールします。4GBを使
用した OCILobRead()は LOBの末尾に到達するまで読込みを行うので、最初に
OCILobGetLength()をコールすることによるラウンドトリップを避けることができます。

注意注意注意注意 : 可変幅の文字を格納する LOBに対しては、OCILobGetChunkSize()は、LOBチャ
ンクに相当する Unicode（UCS-2）文字の数を戻します。

OCILobWriteAppend()の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
OCIでは、LOBの末尾へのデータの書込みをより効率的にするためのショートカットが提
供されています。 OCILobWriteAppend()を使用すると、アプリケーションは、最初に
OCILobGetLength()をコールして OCILobWrite()の開始点を決定しなくても、データを LOB
の末尾に追加できます。 OCILobWriteAppend()で、両方のステップが行われます。

LOBバッファリング関数バッファリング関数バッファリング関数バッファリング関数
Oracle OCIでは、内部 LOB値の小さな読込みと書込みのために、次のように、LOBのバッ
ファリングを制御するコールを提供します。

� OCILobEnableBuffering()

� OCILobDisableBuffering()

� OCILobFlushBuffer()

これらの関数により、アプリケーションで内部 LOB（BLOB、CLOB、NCLOB）を使用し
て、クライアント側のバッファで LOBの小さな読込みと書込みをバッファできるので、パ
フォーマンスが改善されます。これにより、ネットワーク・ラウンドトリップの回数と LOB
のバージョンを削減でき、小さな読込みと書込みについては、LOBのパフォーマンスが改善
されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBのバッファリングの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 
ラージ・オブジェクト』の LOBについての章を参照してください。
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LOBバッファリングの使用を示したコード例については、Oracleインストレーション
に付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。付録 B「OCIデモ・
プログラム」を参照してください。

LOBのオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数のオープンおよびクローズのための関数
OCIでは、LOBを明示的にオープン（OCILobOpen()）およびクローズ（OCILobClose()）す
るための関数と、特定の LOBがすでにオープンされているかをテストするための関数
（OCILobIsOpen()）が提供されています。これらの関数を使用すると、アプリケーションは、
一連の LOB操作の開始および終了をマークして、LOBがクローズされたときに索引の更新
などの特定の処理が実行されるようにすることができます。

注意注意注意注意 : オープン状態の概念は、ロケータではなく LOBに関連しています。ロケータに
は、ロケータが参照する LOBがオープンされているかどうかの情報は格納されません。
オープンされている同じ LOBを、複数のロケータが指すことが可能です。

アプリケーションで、LOB操作を OCILobOpen()コールと OCILobClose()コールのセットで
囲んでいない場合は、LOBが変更されるたびに LOBが暗黙的にオープンおよびクローズさ
れ、それによって LOBの変更に関連付けられているトリガーが起動します。

注意注意注意注意 : LOB操作がオープン・コールとクローズ・コールで囲まれていない場合は、LOB
の変更時に、LOBの拡張可能な索引がすべて更新されます。このため、索引は常に有効
で、任意のタイミングで使用することができます。OCILobOpen()コールと
OCILobClose()コールで囲まれている LOBが変更された場合は、個々の LOBの変更に対
してトリガーは起動されません。 トリガーは OCILobClose()コールの後にのみ起動される
ため、索引が更新されるのはクローズ・コールの後です。したがって、索引はオープ
ン・コールからクローズ・コールまでの間は無効です。 OCILobIsOpen() は、内部および
外部の LOB（BFILE）とともに使用することができます。

制限制限制限制限
LOBのオープンおよびクローズのメカニズムには、次の制約があります。

1. アプリケーションでは、トランザクションをコミットする前に、以前にオープンしたす
べての LOBをクローズしてください。これを行わないと、エラーが発生します。トラ
ンザクションがロールバックされた場合は、変更とともに、オープンしているすべての
LOBが破棄され（LOBはクローズされません）、関連付けられているトリガーは起動し
ません。

2. 内部 LOBのオープン数に制限はありませんが、FILEのオープン数には制限があります。 
『Oracle8iリファレンス・マニュアル』の SESSION_MAX_OPEN_FILESパラメータを
参照してください。すでにオープンされているロケータを別のロケータに割り当てるこ
とは、新しい LOBのオープンとしてはカウントされません。

3. 同じトランザクション内で、別のロケータまたは同じロケータを使用して同じ LOBを 2
度オープンまたはクローズすると、エラーになります。

4. オープンされていない LOBをクローズすると、エラーになります。
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注意注意注意注意 : オープンされている LOBの値をクローズする必要があるトランザクションの定
義は、次のいずれかです。

� SET TRANSACTIONと COMMITの間

� DATA MODIFYING DMLまたは SELECT ... FOR UPDATE と COMMITの間

� 自律型トランザクション・ブロック内

トランザクションがない場合にオープンされた LOBは、セッションの終了前にクロー
ズする必要があります。セッションの終了時にオープンされている LOBがある場合は、
オープン状態は破棄され、拡張可能な索引のトリガーは起動されません。

LOBのオープンのオープンのオープンのオープン /クローズの例クローズの例クローズの例クローズの例
OCILobOpen()コールおよび OCILobCLose()コールの使用例については、付録 B「OCIデモ・
プログラム」のオンライン・デモンストレーション・プログラムのリストを参照してくださ
い。

LOB関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ
個々の OCI LOB関数に必要なサーバー・ラウンドトリップの回数を示す表は、付録 C
「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ」を参照してください。

LOB読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック読込みおよび書込みコールバック
OCI LOBの読込みと書込み関数により、書込みデータを提供したり読込みデータを処理す
るのに使用できるコールバック関数を定義します。これによって、クライアント・アプリ
ケーションでは、データでオプション処理を実行できます。この使用例としては、データを
書き込むための圧縮アルゴリズムと、読み込むための圧縮解凍アルゴリズムをインプリメン
トするコールバックの使用があげられます。 

注意注意注意注意 : LOB読込み /書込みストリーム転送コールバックは、大量の LOBデータの読込
み /書込み用の高速な方法を提供します。

次の項では、コールバックの使用方法を詳しく説明します。

ストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェースストリーム転送のコールバック・インタフェース
使用しているアプリケーションで、ユーザー定義の読込みおよび書込み用コールバック関数
を使用して、データを LOBへ挿入したり LOBから取り出したりできます。データを LOB
へストリーム転送したり、LOBからデータを取り出すためのポーリング方法にかわる方法を
提供します。ユーザー定義のコールバックには、以下に説明する特定のプロトタイプがあり
ます。これらの関数はユーザーがインプリメントし、OCILobRead()コールおよび 
OCILobWrite() コールを通じて OCIに登録します。コールバック関数は、必要に応じて OCI
でコールします。 
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図図図図 7-1  ユーザー定義コールバックユーザー定義コールバックユーザー定義コールバックユーザー定義コールバック

コールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用して LOBを読み込むを読み込むを読み込むを読み込む
ユーザー定義の読込みコールバック関数は、OCILobRead()関数を通じて登録されます。コー
ルバック関数には次のプロトタイプが必要です。

CallbackFunctionName ( dvoid *ctxp, CONST dvoid *bufp, ub4 bufl, ub1 piece)

最初のパラメータ、ctxpはコールバックのコンテキストで、OCILobRead()ファンクション・
コールで OCIに渡されます。コールバック関数がコールされると、ctxpでユーザーが提供す
る情報はユーザーに戻されます（OCIが INの途中でこの情報を使用することはありませ
ん）。bufpパラメータは、LOBデータが戻される格納場所へのポインタで、buflはこのバッ
ファの長さを表します。これで、ユーザーが提供するバッファに読み込まれたデータの量を
伝えます。 

元の OCILobRead()コールでユーザーが提供したバッファの長さが、サーバーから戻される
データをすべて格納するのに十分でない場合は、ユーザー定義コールバックがコールされま
す。この場合、pieceパラメータで、バッファに戻された情報が最初、次、最後のどのピース
であるかをユーザーに示します。

次に、読込みコールバック関数をインプリメントするための一般的なコードの一部を示しま
す。ここでは loblを前もって選択された有効なロケータと想定します。svchpは有効なサー
ビス・ハンドルで、errhpは有効なエラー・ハンドルです。

...
ub4   offset = 1;
ub4   loblen = 0;
ub1   bufp[MAXBUFLEN];
ub4   amtp = 0;
sword retval;
amtp = 4294967295;             /* 4 gigabytes minus 1 */
if (retval = OCILobRead(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid *) bufp,
         (ub4) MAXBUFLEN, (dvoid *) bufp, cbk_read_lob,
        (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
    {
      (void) printf("ERROR: OCILobRead() LOB.\n");
      report_error();
    }

ユーザー定義�
コールバック�

OCI

ユーザー・�
アプリケーション�

INパラメータ�

OUTパラメータ�
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...
sb4 cbk_read_lob(ctxp, bufxp, len, piece)
dvoid *ctxp;
CONST dvoid *bufxp;
ub4 len;
ub1 piece;
{
static ub4 piece_count = 0;
piece_count++;
switch (piece)
{
  case OCI_LAST_PIECE:
    /* process buffer bufxp */
    --- buffer processing code goes here ---
    (void) printf("callback read the %d th piece\n\n", piece_count);
    piece_count = 0;
    break;
  case OCI_FIRST_PIECE:
  case OCI_NEXT_PIECE:
    /* process buffer bufxp */
    --- buffer processing code goes here ---
    (void) printf("callback read the %d th piece\n", piece_count);
    break;
  default:
    (void) printf("callback read error: unkown piece = %d.\n", piece);
  return OCI_ERROR;
  }
  return OCI_CONTINUE;
}

前述の例では、ユーザーがすべての LOBデータを読み込むまで、ユーザー定義関数
cbk_read_lob()が繰り返しコールされます。

ポーリングおよびコールバックを使用した OCILobRead()の例については、付録 B「OCIデ
モ・プログラム」のオンライン・デモ・プログラムのリストを参照してください。

コールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用してコールバックを使用して LOBを書き込むを書き込むを書き込むを書き込む
読込みコールバックと同様に、ユーザー定義コールバック関数が OCILobWrite()関数を通じ
て登録されます。コールバック関数には次のプロトタイプが必要です。

 CallbackFunctionName ( dvoid *ctxp, dvoid *bufp, ub4 *bufl, ub1 *piecep)

最初のパラメータ、ctxpはコールバックのコンテキストで、OCILobWrite()ファンクション・
コールで OCIに渡されます。コールバック関数がコールされると、ctxpでユーザーが提供す
る情報はユーザーに戻されます（OCIが INの途中でこの情報を使用することはありませ
ん）。bufpパラメータは、挿入する LOBデータが含まれる格納領域へのポインタで、buflは
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この格納領域の長さを表します。ユーザーは、コールでこのポインタを OCILobWrite()に提
供します。コールで提供するデータを OCILobWrite()に挿入後も、書込むその他のデータが
存在する場合は、ユーザー定義コールバックがコールされます。コールバックで、ユーザー
は bufpで示す格納領域の挿入データを提供し、またその長さを buflに指定します。 さらに、
ユーザーは piecepパラメータを使用して、次のピース（OCI_NEXT_PIECE）か最後のピー
ス（OCI_LAST_PIECE）か示す必要があります。 アプリケーションで提供する格納領域ポイ
ンタに対する全責任はユーザーにあるため、割り当てられた格納領域のサイズ以上は書き込
まないように注意してください。 

次に、書込みコールバック関数をインプリメントするための一般的なコードの一部を示しま
す。

ここでは loblを更新用にロックされた有効なロケータと想定します。svchpは有効なサービ
ス・ハンドルで、errhpは有効なエラー・ハンドルです。

...  
ub4   offset = 1;
ub1   bufp[MAXBUFLEN];
ub4   amtp = MAXBUFLEN * 20;
ub4   nbytes = MAXBUFLEN;
/* Fill bufp with some data */
-- code to fill bufp with data goes here. nbytes should reflect the size and should 
be less than or equal to MAXBUFLEN -- 
if (retval = OCILobWrite(svchp, errhp, lobl, &amtp, offset, (dvoid*) 
        bufp,(ub4)nbytes, OCI_FIRST_PIECE, (dvoid *)0, cbk_write_lob, 
        (ub2) 0, (ub1) SQLCS_IMPLICIT))
  {
    (void) printf("ERROR: OCILobWrite().\n");
    report_error();
    return;
  }
 ...
sb4 cbk_write_lob(ctxp, bufxp, lenp, piecep)
dvoid *ctxp;
dvoid *bufxp;
ub4 *lenp;
ub1 *piecep;
{
  /* Fill bufxp with  data */
  -- code to fill bufxp with data goes here. *lenp should reflect the size 
  and should be less than or equal to MAXBUFLEN -- 
  if (this is the last data buffer)
    *piecep = OCI_LAST_PIECE;
  else
    *piecep = OCI_NEXT_PIECE;;
  return OCI_CONTINUE;
}
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前述の例では、ユーザーが piecepパラメータを使用して、アプリケーションが最後のピース
を提供中であることを示すまで、ユーザー定義関数 cbk_write_lobが繰り返しコールされま
す。

ポーリングおよびコールバックを使用した OCILobWrite()の使用例については、付録 B
「OCIデモ・プログラム」のオンライン・デモ・プログラムのリストを参照してください。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBのサポートのサポートのサポートのサポート
OCIでは、テンポラリ LOBの作成および解放のための関数 OCILobCreateTemporary()および
OCILobFreeTemporary()と、特定の LOBがテンポラリ LOBであるかどうかを問い合せる関数
OCILobIsTemporary()が提供されています。

テンポラリ LOBは、データベース内に永続的に格納されることはありませんが、LOBデー
タの操作の目的で、ローカル変数のように動作します。標準（永続）LOB上で動作する
OCI関数は、テンポラリ LOB上でも使用することができます。

標準 LOBと同様に、すべての関数はテンポラリ LOBのロケータ上で動作し、実際の LOB
データにはロケータを介してアクセスされます。

テンポラリ LOBロケータは、次の型の SQL文への引数として使用することができます。

� UPDATE - テンポラリ LOBロケータは、NULL状態のテスト時にWHERE句内の値とし
て使用するか、または関数へのパラメータとして使用することができます。テンポラリ
LOBロケータは、SET句内で使用することもできます。

� DELETE - テンポラリ LOBロケータは、NULL状態のテスト時にWHERE句内で使用す
るか、または関数へのパラメータとして使用することができます。

� SELECT - テンポラリ LOBは、SELECT...INTO文内の変数として使用することができま
す。たとえば、永続 LOBロケータを、データベースからクライアント側のテンポラリ
LOBロケータに SELECTできます。ロケータはクライアント側にありますが、テンポ
ラリ LOBは、実際にはサーバー側に作成されることに注意してください。

注意注意注意注意 : ユーザーが永続ロケータを一時ロケータに選択した場合は、一時ロケータは永続
ロケータによって上書きされます。この場合、テンポラリ LOBは暗黙的には解放され
ません。ユーザーは SELECT...INTOの前にテンポラリ LOBを明示的に解放する必要が
あります。明示的に解放しなければ、テンポラリ LOBは継続時間の終了時まで解放さ
れません。ユーザーが同じ LOBを指す別の一時ロケータを持っている場合以外は、元
のロケータが SELECT...INTOによって上書きされるため、ユーザーはそのテンポラリ
LOBを指すロケータを持たないことになります。
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テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの作成および解放の作成および解放の作成および解放の作成および解放
ユーザーは、OCILobCreateTemporary()関数を使用してテンポラリ LOBを作成します。この
関数に渡されるパラメータには、LOBの継続時間を示す値が含まれています。デフォルトの
継続時間は、カレント・セッションの長さです。継続時間の終了時に、すべてのテンポラリ
LOBが削除されます。ユーザーは、OCILobFreeTemporary()関数でテンポラリ LOBを明示的
に解放することによって、テンポラリ LOBの領域を再生できます。テンポラリ LOBは、作
成されたときは空の状態です。

テンポラリ LOBを作成するときに、ユーザーは、そのテンポラリ LOBがサーバーのバッ
ファ・キャッシュに読み込まれるかどうかも指定できます。

テンポラリ LOBを永続的にするには、アプリケーションで OCILobCopy()を使用して、デー
タをテンポラリ LOBから永続 LOBにコピーできます。また、アプリケーションでは、テン
ポラリ LOBを INSERT文の VALUES句で使用したり、テンポラリ LOBを UPDATE文内の
割当てのソースとして使用したり、あるいはテンポラリ LOBを永続 LOB属性に割り当て
て、オブジェクトをフラッシュすることができます。

テンポラリ LOBは、標準 LOBの変更に使用する関数と同じ関数を使用して変更することが
できます。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの継続時間の継続時間の継続時間の継続時間
OCIでは、いくつかのテンポラリ LOB用の事前定義済み継続時間、およびアプリケーショ
ンでアプリケーション固有の継続時間を定義するために使用できる関数のセットが用意され
ています。事前定義済みの継続時間は次のとおりです。

1. コール（OCI_DURATION_CALL）、サーバー側のみ

2. セッション（OCI_DURATION_SESSION）

セッション継続時間は、セッションまたは接続が終了した時点で終わりです。コール継続時
間は、現行の OCIコールの終了した時点で終わりです。

オブジェクト・モードで実行している場合、ユーザーはアプリケーション固有の継続時間も
定義できます。アプリケーション固有の継続時間は、ユーザー期間とも呼ばれ、
OCIDurationBegin()関数を使用して継続開始時間を指定し、OCIDurationEnd()関数を使用し
て継続終了時間を指定することで定義されます。

注意注意注意注意 : ユーザー定義の継続時間は、アプリケーションがオブジェクト・モードで初期化
されている場合にのみ利用できます。

アプリケーション固有の継続時間にはそれぞれ、OCIDurationBegin()で戻される継続時間識
別子があり、継続時間の OCIDurationEnd()がコールされるまで一意であることが保証され
ます。アプリケーション固有の継続時間は、セッションの継続時間と同じに設定できます
が、それ以上長くはできません。
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継続時間の終了時には、その継続時間に関連付けられたすべてのテンポラリ LOBが解放さ
れます。テンポラリ LOBに関連付けられた記述子は、OCIDescriptorFree()コールを使用して
明示的に解放する必要があります。

ユーザー定義の継続時間ではネストが可能です。つまりある継続時間を別のユーザー継続時
間の子の継続時間として定義できます。親の継続時間が子の継続時間を持ち、その子の継続
時間がそれぞれ順に子の継続時間を持つことが可能です。

注意注意注意注意 : 継続時間が OCIDurationBegin()で開始されると、パラメータの 1つは親の継続時
間の識別子となります。親の継続時間が終了すると、子の継続時間もすべて終了しま
す。詳細は、15-85ページの「OCIDurationBegin()」を参照してください。

テンポラリテンポラリテンポラリテンポラリ LOBの例の例の例の例
次のコードは、テンポラリ LOBの使用例を示しています。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <oci.h>

/* Function Prototype */
static void checkerr (/*_ OCIError *errhp, sword status _*/);
sb4 select_and_createtemp (OCILobLocator *lob_loc, 
                           OCIError      *errhp, 
                           OCISvcCtx     *svchp,
                           OCIStmt       *stmthp,
                           OCIEnv        *envhp); 

/* This function reads in a single video Frame from the Multimedia_tab table.  Then 
it creates a temporary lob. The temporary LOB which is created is read through the 
CACHE, and is automatically cleaned up at the end of the user's session, if it is 
not explicitly freed sooner. This function returns OCI_SUCCESS if it completes 
successfully or OCI_ERROR if it fails. */

sb4 select_and_createtemp (OCILobLocator *lob_loc, 
                           OCIError      *errhp, 
                           OCISvcCtx     *svchp,
                           OCIStmt       *stmthp,
                           OCIEnv        *envhp) 
{
  OCIDefine     *defnp1;
  OCIBind       *bndhp;
  text          *sqlstmt;
  int rowind =1;
  ub4 loblen = 0;
  OCILobLocator *tblob;
  printf ("in select_and_createtemp \n");
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    if(OCIDescriptorAlloc((dvoid*)envhp, (dvoid **)&tblob,
                                     (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t)0,
                                     (dvoid**)0))
  {
    printf("failed in OCIDescriptor Alloc in select_and_createtemp \n");
    return OCI_ERROR;
 }
  /* arbitrarily select where Clip_ID =1 */
  sqlstmt = (text *)"SELECT Frame FROM Multimedia_tab WHERE Clip_ID = 1 FOR UPDATE";
  if (OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, 
                     (ub4) strlen((char *)sqlstmt),
                     (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
      (void) printf("FAILED: OCIStmtPrepare() sqlstmt\n");
      return OCI_ERROR;
  }
  /* Define for BLOB */
  if (OCIDefineByPos(stmthp, 
                       &defnp1, 
                       errhp, 
                       (ub4) 1,
                       (dvoid *) &lob_loc,
                       (sb4)0, 
                       (ub2) SQLT_BLOB,
                       (dvoid *) 0, 
                       (ub2 *) 0, 
                       (ub2 *) 0, 
                       (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: Select locator: OCIDefineByPos()\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  /* Execute the select and fetch one row */
  if (OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0,
                      (CONST OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*) 0,
                      (ub4) OCI_DEFAULT))
  {
    (void) printf("FAILED: OCIStmtExecute() sqlstmt\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if(OCILobCreateTemporary(svchp,
                             errhp, 
                             tblob,
                             (ub2)0, 
                             SQLCS_IMPLICIT, 
                             OCI_TEMP_BLOB, 
                             OCI_ATTR_NOCACHE, 
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                             OCI_DURATION_SESSION))
  {
 (void) printf("FAILED: CreateTemporary() \n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobGetLength(svchp, errhp, lob_loc, &loblen) != OCI_SUCCESS)
  {
    printf("OCILobGetLength FAILED\n");
    return OCI_ERROR;
  }
  if (OCILobCopy(svchp, errhp, tblob,lob_loc,(ub4)loblen, (ub4) 1,
                 (ub4) 1))
  {
    printf( "OCILobCopy FAILED \n");
  }   
  if(OCILobFreeTemporary(svchp,errhp,tblob))
  {
    printf ("FAILED: OCILobFreeTemporary call \n");
    return OCI_ERROR;
  }
     return OCI_SUCCESS;
}
int main(char *argv, int argc)
{
  /* OCI Handles */

  OCIEnv        *envhp;
  OCIServer     *srvhp;
  OCISvcCtx     *svchp;
  OCIError      *errhp;
  OCISession    *authp;
  OCIStmt       *stmthp;
  OCILobLocator *clob, *blob;
  OCILobLocator *lob_loc;
  int type =1;
  /* Initialize and Logon */
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 );
  (void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &envhp, 
                     OCI_DEFAULT, (size_t) 0, 
                     (dvoid **) 0 );
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, OCI_HTYPE_ERROR, 
                          (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  /* server contexts */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, OCI_HTYPE_SERVER,
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                         (size_t) 0, (dvoid **) 0);
   /* service context */
  (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX,
                         (size_t) 0, (dvoid **) 0);
    /* attach to Oracle */
  (void) OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *)"", strlen(""), 0);
    /* set attribute server context in the service context */
  (void) OCIAttrSet ((dvoid *) svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, 
                     (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                     OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
   (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, 
                        (dvoid **)&authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                        (size_t) 0, (dvoid **) 0);
   (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                    (dvoid *) "scott", (ub4)5,
                    (ub4) OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                    (dvoid *) "tiger", (ub4) 5,
                    (ub4) OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  /* Begin a User Session */
  checkerr(errhp, OCISessionBegin ( svchp,  errhp, authp, OCI_CRED_RDBMS, 
                                    (ub4) OCI_DEFAULT));
  (void) OCIAttrSet((dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                    (dvoid *) authp, (ub4) 0,
                    (ub4) OCI_ATTR_SESSION, errhp);
  /* ------- Done loggin in ----------------------------------*/
   /* allocate a statement handle */
  checkerr(errhp, OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &stmthp,
                                  OCI_HTYPE_STMT, (size_t) 0, (dvoid **) 0));
  checkerr(errhp, OCIDescriptorAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **) &lob_loc, 
                                     (ub4) OCI_DTYPE_LOB, 
                                     (size_t) 0, (dvoid **) 0)); 
  /* Subroutine calls begin here */
  printf("calling select_and_createtemp\n"); 
  select_and_createtemp (lob_loc, errhp, svchp,stmthp,envhp);
  
  return 0;
}
void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{
  text errbuf[512];
  sb4 errcode = 0;
  switch (status)
  {
  case OCI_SUCCESS:
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    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    (void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    (void) printf("Error - OCI_NODATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    (void) OCIErrorGet((dvoid *)errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
                        errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR);
    (void) printf("Error - %.*s\n", 512, errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    (void) printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    (void) printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    (void) printf("Error - OCI_CONTINUE\n");
    break;
  default:
    break;
  }
}
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この章は、次のトピックで構成されています。

� 概要

� トランザクション

� パスワードおよびセッションの管理

� 中層アプリケーション

� スレッド・セーフティ
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概要
概要概要概要概要
第 2章「OCIプログラミングの基本」では、単純なトランザクションの処理方法や
OCISessionBegin()コールを OCIの初期化の一部として使用する方法など、OCIプログラミ
ングの基本的な概念について説明しました。この章では、次の項目を含むさらに高度な概念
について説明します。

� グローバル・トランザクションおよび OCIコールを通して可能な操作を含めた、異なる
レベルのトランザクションの複雑度

� OCISessionBegin()とともに利用できる追加オプションを使用したパスワードおよびセッ
ションの管理

� OCIによるスレッド・セーフティおよびマルチスレッド・アプリケーション開発のサ
ポート

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション
Oracleコール・インタフェースには、ローカル・トランザクションとグローバル・トランザ
クションの両方での操作に対応した一連の APIコールが用意されています。これらのコール
にはオブジェクトのサポートが含まれているため、OCIアプリケーションがオブジェクト・
モードで実行されている場合はコミット・コールおよびロールバック・コールでオブジェク
ト・キャッシュとトランザクションの状態が同期します。

トランザクション操作を実行する関数は、下記のとおりです。それぞれのコールには、適切
なサーバー・コンテキストおよびユーザー・セッション・ハンドルで初期化されるサービ
ス・コンテキスト・ハンドルが必要です。トランザクション・ハンドルは、サービス・コン
テキストの 3番目の要素で、トランザクションに関する特定の情報を格納します。SQL文が
準備されると、トランザクション・ハンドルは、特定のサービス・コンテキストと関連付け
られます。その文が実行されると、その結果（問合せ、フェッチ、挿入）は、サービス・コ
ンテキストと現在関連しているトランザクションの一部になります。

� OCITransStart() - トランザクションの開始をマークします。

� OCITransDetach() - トランザクションを切り離します。 

� OCITransCommit() - トランザクションをコミットします。

� OCITransRollback() - トランザクションをロールバックします。

� OCITransPrepare() - 分散処理環境でトランザクションをコミットする準備をします。

� OCITransMultiPrepare() - 1回のコールで、複数のブランチのあるトランザクションを準
備します。

� OCITransForget() - 発見的方法で完了したグローバル・トランザクションの記憶をサー
バーから消します。
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これらのコールをすべて使用するか、そのうちのいくつかのみを使用するかは、アプリケー
ションでのトランザクションの複雑度のレベルによって異なります。次の項で、詳細に説明
します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのコールに関する特定の情報は、第 15章「OCIリレーショナル関数」
の関数の説明を参照してください。

トランザクションの複雑度のレベルトランザクションの複雑度のレベルトランザクションの複雑度のレベルトランザクションの複雑度のレベル
OCIでは、複数のレベルのトランザクションの複雑度をサポートします。それぞれのレベル
については、次の項以降で説明します。

� 単純なローカル・トランザクション

� シリアライズ可能または読取り専用のローカル・トランザクション

� グローバル・トランザクション

単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション単純なローカル・トランザクション
ほとんどのアプリケーションで扱うのは、単純なローカル・トランザクションのみです。こ
れらのアプリケーションでは、そのアプリケーションの中でデータベースを変更すると、暗
黙的トランザクションが作成されます。アプリケーションなどで必要とされるトランザク
ション特有のコールには、次のようなコールがあります。

� OCITransCommit() - トランザクションをコミットします。

� OCITransRollback() - トランザクションをロールバックします。

1つのトランザクションがコミットまたはロールバックするとすぐに、次のデータベース修
正によって、そのアプリケーションに対する新規の暗黙的トランザクションが作成されま
す。

1つのサービス・コンテキストでは、常に 1つの暗黙的トランザクションのみをアクティブ
にできます。暗黙のトランザクションの属性は、ユーザーには不明確です。

アプリケーションで複数のセッションを作成すると、それぞれの権限に対し、関連する暗黙
的トランザクションを 1つずつ保持することができます。

単純なローカル・トランザクションの使用方法を示すコード例は、15-198ページの
OCITransCommit()の例を参照してください。

シリアライズ可能または読取り専用のローカル・トランザクションシリアライズ可能または読取り専用のローカル・トランザクションシリアライズ可能または読取り専用のローカル・トランザクションシリアライズ可能または読取り専用のローカル・トランザクション
アプリケーションでシリアライズ可能または読取り専用トランザクションが必要な場合は、
単純なローカル・トランザクションを操作するアプリケーションで必要とされる OCIコール
の他に、追加の OCIコールが必要です。シリアライズ可能または読取り専用トランザクショ
ンを初期化するには、トランザクションを開始する OCITransStart()をアプリケーションで
コールして、トランザクションを作成する必要があります。
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OCITransStart()コールでは、flagsパラメータで、OCI_TRANS_SERIALIZABLEまたは
OCI_TRANS_READONLYのいずれか適切な値を指定します。フラグが指定されない場合、
デフォルト値は、標準の読取り書込みトランザクションの OCI_TRANS_READWRITEです。

OCITransStart()コールで読取り専用オプションを指定すると、SET TRANSACTION READ 
ONLY文を実行するためのサーバー・ラウンドトリップは必要ありません。

グローバル・トランザクショングローバル・トランザクショングローバル・トランザクショングローバル・トランザクション
グローバル・トランザクションは、より高度なトランザクションを処理するアプリケーショ
ンでのみ必要です。

注意注意注意注意 : この項は分散またはグローバル・トランザクション環境での操作を行う場合で
す。

この項では、最初にグローバル・トランザクションの背景について説明します。次に、OCI
コールを使用してグローバル・トランザクションを処理する場合の詳細を説明します。

トランザクション識別子トランザクション識別子トランザクション識別子トランザクション識別子  トランザクション処理（TP）モニターなどの 3層アプリケーショ
ンでは、グローバル・トランザクションの作成および管理を行います。これらのアプリケー
ションは、グローバル・トランザクション識別子（XID）を提供します。これによって、
サーバーにローカル・トランザクションが関連付けられます。

グローバル・トランザクションには、1つ以上のブランチがあります。それぞれのブランチ
は、XIDによって識別されます。XIDは、グローバル・トランザクション識別子（gtrid）と
ブランチ識別子（bqual）で構成されています。この構造は、標準の XA仕様に基づくもの
です。

次の例は、XIDが 1234の構造です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランザクション識別子の詳細は、『Oracle8i分散システム』のマニュアルを
参照してください。

OCIトランザクション・コールで使用されるトランザクション識別子は、OCIAttrSet()を使
用して、トランザクション・ ハンドルの OCI_ATTR_XID属性に設定します。かわりに、
OCI_ATTR_TRANS_NAME属性で設定した名前でトランザクションを識別することもでき
ます。

トランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチトランザクション・ブランチ  Oracleでは、単一のグローバル・トランザクションで、一対
のブランチが密結合している場合と疎結合している場合の両方をサポートしています。

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 値値値値

gtrid 12

bqual 34

gtrid+bqual=XID 1234
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� 密結合ブランチとは、同じローカル・トランザクションを共有する個々のブランチで
す。この場合は、gtridは、単一のローカル・トランザクションを指し、複数のブランチ
が同じトランザクションを指します。トランザクションの所有者は、最初に作成された
ブランチです。

� 疎結合ブランチとは、異なるローカル・トランザクションを使用する個々のブランチで
す。この場合、gtridと bqualがともに一意のローカル・トランザクションにマッピング
されます。各ブランチは、異なるトランザクションを指します。

OCITransStart()の flagsパラメータによって、アプリケーションから、OCI_TRANS_TIGHT
または OCI_TRANS_LOOSEを渡して結合のタイプを指定できます。

セッションは OCISessionBegin()で作成され、ユーザー・セッションに対応します。

次の図は、あるアプリケーションの密結合ブランチを説明しています。この図では、S1と
S2がセッション、B1と B2がブランチ、Tがトランザクションです。最初の例では、2つの
ブランチの XIDが同じトランザクションで操作されているので、同じ gtridを共有します。
ただし、これらは別々のブランチなので、異なる bqualを持ちます。

図図図図 8-1  複数の密結合ブランチ複数の密結合ブランチ複数の密結合ブランチ複数の密結合ブランチ

また、単一セッションで異なる複数のブランチを操作することも可能です。この場合、次の
図に示すように、異なるグローバル・トランザクションであるため、XIDの gtridコンポー
ネントが異なります。

セッション�

ブランチ�

トランザクション�
T

B1

S1

B2

S2
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図図図図 8-2  複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション複数のブランチ操作のセッション

この場合のコード例は、15-206ページで OCITransStart()の例を参照してください。同じト
ランザクションを共有する複数のブランチを単一セッションで操作することも可能ですが、
これはあまり実用的ではありません。この場合のコード例は、15-206ページで
OCITransStart()の例を参照してください。

次の図は、疎結合ブランチの例です。

図図図図 8-3  疎結合ブランチ疎結合ブランチ疎結合ブランチ疎結合ブランチ

ブランチの状態ブランチの状態ブランチの状態ブランチの状態  トランザクションのブランチには、アクティブ・ブランチと非アクティブ・
ブランチの 2通りの状態があります。

サーバー・プロセスがブランチに対する要求を実行しているとき、ブランチはアクティブ状
態です。サーバー・プロセスがブランチ内の要求を実行していないとき、ブランチは非アク
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T1 T2
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B2
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ティブ状態です。この場合は、ブランチの親セッションは 1つもなく、ブランチはサーバー
の PMONプロセスに所有されます。

ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開ブランチの連結解除と再開  OCIアプリケーションが OCITransDetach()コールを使用してブ
ランチを連結解除すると、ブランチは非アクティブ状態になります。flagsパラメータに
OCI_TRANS_RESUMEを設定した OCITransStart()のコールを使用してブランチを再開する
と、ブランチを再びアクティブにできます。

アプリケーションで OCITransDetach()をコールし、ブランチを連結解除する場合は、そのブ
ランチを作成した OCITransStart()コールの timeoutパラメータで指定した値を使用します。
timeoutパラメータで指定した秒数が経過すると、PMONの子として休止しているトランザ
クションは削除されます。

アプリケーションでブランチを再開するには、OCITransStart()をコールします。このとき、
トランザクション・ハンドルの属性としてブランチの XIDを、flagsパラメータに
OCI_TRANS_RESUMEを、また timeoutパラメータには前回とは異なる値を指定します。こ
のコールの timeoutの値は、ブランチが他のプロセスで使用中のとき、そのブランチが使用
可能になるまでセッションが待つ時間の長さを指定します。ブランチにアクセスしているプ
ロセスがない場合は、すぐに再開されます。

注意注意注意注意 : トランザクションは、そのトランザクションを連結解除したプロセス以外のプロ
セスからでも再開できます。ただし、トランザクションを再開できるのは、そのトラン
ザクションを連結解除したプロセスと同じ権限を持つプロセスに限られます。

クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定クライアント・データベース名の設定  サーバー・ハンドルには、関連する
OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME属性、および OCI_ATTR_INTERNAL_NAME属性があり
ます。これらの属性により、グローバル・トランザクションを実行するときに記録されるク
ライアント・データベース名を設定します。この名前を DBAで使用すると、障害のために
準備状態のまま保留になっている可能性があるトランザクションを追跡できます。

警告警告警告警告 : OCIアプリケーションでは、グローバル・トランザクションにログオンして使用
する前に、OCIAttrSet()を使用して、これらの属性を設定する必要があります。

1フェーズ・コミットとフェーズ・コミットとフェーズ・コミットとフェーズ・コミットと 2フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット  グローバル・トランザクションは、1フェー
ズまたは 2フェーズでコミットされます。最も単純な状態は、単一のトランザクションが単
一のデータベースに対して操作されている場合です。この場合、アプリケーションで
OCITransCommit()をコールすることによって、そのトランザクションの 1フェーズ・コ
ミットを実行できます。OCITransCommit()コールのデフォルト値は、1フェーズ・コミッ
トです。

アプリケーションから、複数のデータベースまたは複数の Oracle Serverに対してトランザ
クションが処理されている場合は、さらに複雑な状態になります。この場合は、2フェー
ズ・コミットが必要です。2フェーズ・コミットは、次のステップで構成されています。

1. 準備準備準備準備 - アプリケーションから各トランザクションに対し、準備コール OCITransPrepare()
を発行します。トランザクションでは、現行の作業をコミットできるか
（OCI_SUCCESS）、できないか（OCI_ERROR）を示す値を戻します。
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2. コミットコミットコミットコミット - 各準備コールが OCI_SUCCESSの値を戻した場合は、アプリケーションから
各トランザクションにコミット・コール OCITransCommit()を発行できます。適切な処
理を行うためには、このコミット・コールの flagsパラメータに
OCI_TRANS_TWOPHASEを明示的に設定する必要があります。このコールのデフォル
トは、1フェーズ・コミットです。

注意注意注意注意 : トランザクションが読取り専用であるため、コミットが不適切かつ不必要である
ことを示す必要がある場合、準備コールは OCI_SUCCESS_WITH_INFOを戻します。

追加のコール OCITransForget()は、偶発的に完了したトランザクションの情報をデータベー
スで消す必要があることを示します。このコールは、問題が起きて 2フェーズ・コミットを
異常終了する必要がある場合に使用します。サーバーで OCITransForget() コールを受け取る
と、トランザクションに関する情報はすべて記憶から消去されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2フェーズ・コミットの詳細は、『Oracle8i分散システム』を参照してくださ
い。

単一のメッセージによる複数のブランチの準備単一のメッセージによる複数のブランチの準備単一のメッセージによる複数のブランチの準備単一のメッセージによる複数のブランチの準備  同じ Oracleデータベースに対し、複数のア
プリケーションでグローバル・トランザクションの様々なブランチが使用される場合があり
ます。 そのようなトランザクションをコミットする前に、すべてのブランチを準備する必要
があります。

大抵の場合、ブランチを使用しているアプリケーションにはそれぞれ固有のブランチを準備
する役割があります。 しかし、アーキテクチャによってはこの役割を外部のトランザクショ
ン・サービスに求めるものがあります。 その場合、外部のトランザクション・サービス、グ
ローバル・トランザクションの各ブランチを準備してください。 従来の OCITransPrepare()
コールを使用すると、各ブランチを別々に準備する必要があるため、非常に手間がかかりま
す。 OCITransMultiPrepare()コールを使用することで、クライアントからサーバーに送信する
メッセージの数を軽減できます。 このコールによって、1回のラウンドトリップで同じグ
ローバル・トランザクションに関連する複数のブランチを準備できます。

トランザクションの例トランザクションの例トランザクションの例トランザクションの例
この項では、トランザクション OCIコールの使用方法の例を示します。次の表は、一連の
OCIコールおよびその他の処理を、その処理結果とあわせて示したものです。簡潔な表にす
るため、これらのコールのパラメータをすべてリストするのではなく、コールの流れを中心
に解説します。

OCIの処理の処理の処理の処理列は、OCIアプリケーションの活動やコールの内容を示します。XID列には、
必要に応じて、トランザクション識別子がリストされます。フラグフラグフラグフラグ列は、flagsパラメータに
渡された値を示します。結果結果結果結果列は、コールの結果を説明します。
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更新成功、更新成功、更新成功、更新成功、 1フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット

トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、トランザクションの開始、切離し、再開、準備、2フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット

読取り専用トランザクションの更新失敗読取り専用トランザクションの更新失敗読取り専用トランザクションの更新失敗読取り専用トランザクションの更新失敗

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW 新規の読込み /書込みトランザクション
を開始する

2 SQL UPDATE 列を更新する

3 OCITransCommit コミットが成功する

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW 新規の読取り専用トランザクションを開
始する

2 SQL UPDATE 列を更新する

3 OCITransDetach トランザクションを切り離す

4 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_RESUME トランザクションを再開する

5 SQL UPDATE

6 OCITransPrepare トランザクションで 2フェーズ・コミッ
トを準備する

7 OCITransCommit OCI_TRANS_TWOPHASE トランザクションをコミットする

注意注意注意注意 : 上の表のステップ 4では、同じ権限を持つ別のプロセスからトランザクションを再開することもできます。

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW |

OCI_TRANS_READONLY

新規の読取り専用トランザクションを開
始する

2 SQL UPDATE トランザクションが読取り専用なので、
更新は失敗する

3 OCITransCommit コミットによる影響なし
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読取り専用トランザクションの開始、選択およびコミット読取り専用トランザクションの開始、選択およびコミット読取り専用トランザクションの開始、選択およびコミット読取り専用トランザクションの開始、選択およびコミット

関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ関連する初期化パラメータ
グローバル・トランザクション・ブランチおよび移行可能オープン接続の使用に関連す
る初期化パラメータには、次の 2つがあります。

� TRANSACTIONS - このパラメータでは、システム全体のグローバル・トランザクショ
ン・ブランチの最大数を指定します。一方、MAX_TRANSACTION_BRANCHESは、1
つのグローバル・トランザクションのブランチ数を指定します。

� OPEN_LINKS_PER_INSTANCE - このパラメータは、移行可能オープン接続の最大数を
指定します。移行可能オープン接続は、トランザクションをコミットした後に接続を
キャッシュできるように、グローバル・トランザクションで使用します。 これが、
OPEN_LINKSパラメータとは異なる点です。OPEN_LINKSパラメータで指定するの
は、1セッションからの接続数です（OPEN_LINKSパラメータは、グローバル・トラ
ンザクションには適用できません）。

ステップステップステップステップ OCIの処理の処理の処理の処理 XID フラグフラグフラグフラグ 結果結果結果結果

1 OCITransStart 1234 OCI_TRANS_NEW |

OCI_TRANS_READONLY

新規の読取り専用トランザクションを開
始する

2 SQL SELECT データベースに問合せをする

3 OCITransCommit 影響なし － トランザクションは読取り
専用なので、何も変更なし
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パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理パスワードおよびセッションの管理
OCIアプリケーションで、複数のユーザーの認証とメンテナンスができるようになりまし
た。新しい OCIコールでは、アプリケーションでユーザーのパスワードを更新できます。こ
のコールが特に役立つのは、認証の処理でパスワード期限満了のメッセージが戻された場合
です。

認証管理認証管理認証管理認証管理
OCISessionBegin()コールは、サービス・コンテキスト・ハンドルに設定されたサーバーに対
して、ユーザーを認証するときに使用します。Oracle8iでは、サーバー・ハンドルに要求を
行う前にどのサーバー・ハンドルに対しても OCISessionBegin()をコールする必要がありま
す。また、OCISessionBegin()は、OCISessionBegin()コールで使用するサービス・コンテキス
ト内で、サーバー・ハンドルによって指定された Oracleサーバーへのアクセスのための
ユーザー認証のみを行います。つまり、OCIServerAttach()をコールしてサーバー・ハンドル
を初期化した後、サーバー・ハンドルによって指定されたサーバーに対してユーザーを認証
するために OCISessionBegin()をコールする必要があります。 

指定のサーバー・ハンドルに対して、最初に OCISessionBegin()をコールしたとき、ユー
ザー・セッションは、移行可能モード（OCI_MIGRATE）では作成されません。サーバー・
ハンドルに対して OCISessionBegin()をコールした後、アプリケーションでは
OCISessionBegin()を再度コールし、別のユーザー・セッション・ハンドルを、別の（または
同じ）資格証明と別の（または同じ）操作モードを使用して初期化できます。アプリケー
ションでユーザーを OCI_MIGRATEモードで認証する場合、サービス・ハンドルは、移行
不可能なユーザー・ハンドルにすでに関連付けられている必要があります。 このユーザー・
ハンドルのユーザー IDは、移行可能なユーザー・セッションの所有者 IDになります。移行
可能なすべてのセッションは、移行不可能な親セッションを持つ必要があります。

OCI_MIGRATEを指定しない場合、ユーザー・セッション・コンテキストは、
OCISessionBegin()で使用したサーバー・ハンドルと同じサーバー・ハンドルでしか使用でき
ません。OCI_MIGRATEモードを指定した場合、ユーザー認証は、異なるサーバー・ハンド
ルで設定されます。しかし、ユーザー・セッション・コンテキストは、同じデータベース・
インスタンスを要求するサーバー・ハンドルでのみ使用できます。セキュリティ・チェック
は、セッションの切替え中に行われます。

移行可能セッションを別のサーバー・ハンドルに切り替えることができるのは、セッション
の所有者 IDが、現在その同じサーバーに接続されている移行不可能なセッションのユー
ザー IDと一致する場合のみです。

OCI_SYSDBA、OCI_SYSOPERおよび OCI_PRELIM_AUTHは、1次ユーザー・セッショ
ン・コンテキストでのみ使用できます。

移行可能セッションは、環境ハンドルによって表された特定の環境内のサーバー・ハンドル
に切替えまたは移行できます。また、移行可能セッションは、同じプロセスまたは別のモー
ドの別のプロセス内にある、別の環境のサーバー・ハンドルに移行またはクローニングする
こともできます。この移行またはクローニングを実行するには、以下を行う必要がありま
す。
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1. OCI_ATTR_MIGSESSIONを使用してセッション・ハンドルからセッション IDを抽出
します。これは、バイトの配列です。値は、コール側で変更しないでください。A-12
ページの OCI_ATTR_MIGSESSIONの説明を参照してください。

2.  このセッション IDをなんらかの方法で他のプロセスに移送します。

3. 新しい環境内でセッション・ハンドルを作成し、OCI_ATTR_MIGSESSIONを使用して
セッション IDを設定します。

4. OCISessionBegin()を実行します。結果のセッション・ハンドルは、完全に認証された
セッション・ハンドルです。

OCISessionBegin()のコール用の資格証明を用意するには、2通りの方法のうち 1つがサポー
トされています。最初の方法は、OCISessionBegin()に渡されるユーザー・セッション・ハン
ドル内にデータベース認証用の有効なユーザー名とパスワードのペアを用意することです。
この方法では、OCIAttrSet()を使用して、ユーザー・セッション・ハンドルに対して
OCI_ATTR_USERNAMEおよび OCI_ATTR_PASSWORD属性を設定します。こうすると、
OCI_CRED_RDBMSを指定して OCISessionBegin()がコールされます。

注意注意注意注意 : ユーザー・セッション・ハンドルが OCISessionEnd()によって終了した場合、
ユーザー名とパスワード属性は変更されるため、OCISessionBegin()への以降のコールで
は再使用できません。 次回の OCISessionBegin()コールの前に新しい値を設定し直す必要
があります。

もう 1つの資格証明の方法は、外部資格証明です。この方法では、OCISessionBegin()をコー
ルする前に、ユーザー・セッション・ハンドルについて属性を設定する必要はありません。
資格証明タイプは OCI_CRED_EXTです。すでに OCI_ATTR_USERNAMEおよび
OCI_ATTR_PASSWORDに値が設定してある場合、OCI_CRED_EXTを使用すると、これら
の値は無視されます。

パスワード管理パスワード管理パスワード管理パスワード管理
OCIでは OCIPasswordChange()コールを提供しており、OCIアプリケーションで、必要に応
じてユーザーのデータベース・パスワードを変更できます。これは、OCISessionBegin()への
コールで、ユーザーのパスワードが期限切れであることを示すエラー・メッセージまたは警
告が戻された場合に特に有効です。

アプリケーションでは、適切なフラグを設定すれば、OCIPasswordChange()を使用して、パ
スワードを変更するのと同様にユーザー認証コンテキストを設定できます。 
OCIPasswordChange()が未初期化サービス・コンテキストとともにコールされる場合は、
サービス・コンテキストが確立され、旧パスワードを使用してユーザーのアカウントを認証
し、次に新しいパスワードに変更されます。OCI_AUTHフラグを設定している場合、ユー
ザー・セッションは初期化された状態のままになります。OCI_AUTHフラグを設定してい
ない場合、ユーザー・セッションは消去されます。

OCIPasswordChange()に渡したサービス・コンテキストがすでに初期化済である場合、
OCIPasswordChange()では、指定のアカウントが旧パスワードを使用して認証され、旧パス
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ワードが新パスワードに変更されます。この場合、どのフラグを設定していても、ユー
ザー・セッションは初期化された状態のままになります。

セッション管理セッション管理セッション管理セッション管理
ユーザー・セッションをいくつかのサーバー接続に渡って多重化することによりアクティ
ブ・ユーザーのロード・バランス化を実行するアプリケーション（トランザクション・サー
バーなど）では、これらの接続をサーバー・グループにグループ化する必要があります。
Oracleはサーバー・グループを使用してこれらの接続を識別し、セッションを効率的で安全
に管理できます。 

サーバー・グループ名を指定するには、サーバー・コンテキストに対して属性
OCI_ATTR_SERVER_GROUPを定義する必要があります。たとえば、次のとおりです。

OCIAttrSet ((dvoid *) srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) group_name, 
            (ub4) strlen ((CONST char *)  group_name, 
            (ub4) OCI_ATTR_SERVER_GROUP, errhp);

サーバー・グループ名は、最大 30文字までの英数字列です。OCI_ATTR_SERVER_GROUP 
属性は、そのコンテキストを使用して移行不可能なセッションを作成する前に、サーバー・
コンテキストで設定する必要があります。セッションの作成が成功し、サーバーへの接続が
確立した後は、サーバー・グループ名は変更できません。A-11ページの
OCI_ATTR_SERVER_GROUPを参照してください。

あるサーバー・グループ内のサーバー上で作成されたすべての移行可能セッションは、同じ
サーバー・グループ内の他のサーバーにのみ移行が可能です。終了したサーバーは、サー
バー・グループから削除されます。既存のサーバー・グループ内には、いつでも新しいサー
バーを作成できます。

サーバー・グループの指定は省略可能です。サーバー・グループが指定されない場合、サー
バーは DEFAULTというサーバー・グループ内に作成されます。

DEFAULT以外のサーバー・グループ内の最初のサーバーに作成された最初の移行不可能な
セッションの所有者には、そのサーバー・グループの所有権が確立されます。このサー
バー・グループ内のすべてのサーバーについて、以降に作成されるすべての移行不可能な
セッションは、そのサーバー・グループの所有者と同じユーザーによって作成される必要が
あります。

サーバー・グループ機能は、専用サーバーを使用する場合に便利です。この機能は、MTS
サーバーには効果がありません。MTSの場合は、すべての共有サーバーはサーバー・グルー
プ DEFAULTに効果的に属します。 
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中層アプリケーション中層アプリケーション中層アプリケーション中層アプリケーション
中層アプリケーションでは、ブラウザ・クライアントからの要求が受信され、データベース
にアクセスするかどうか決定されます。データベースでは、クライアントに戻す HTML
ページが生成されます。 アプリケーションには、1つのデータベース・セッションに複数の
ユーザー・セッションを含めることが可能です。 これら軽量セッションを使用すると、別
データベースへの接続によるオーバーヘッドなしに、ユーザーはデータベース・パスワード
によって認証され、実ユーザーとしての識別情報が中層を通して保たれます。

クライアントの認証が中層で、中層の認証がデータベースで行われ、中層がクライアントの
かわりに稼動する権限を管理者から与えられている限り、セキュリティに影響することな
く、クライアントの識別情報をデータベース内で完全にメンテナンスすることができます。

保護された 3層アーキテクチャは、3つのトラスト・ゾーンを囲むように設計されています。 
第 1のクライアント・トラスト・ゾーンは、Webやアプリケーション・サーバーに接続して
いるWebクライアントです。 クライアントは、パスワード、トークン、暗号などを使用して
中層で認証されます。 この方法は、他のトラスト・ゾーンの確立に使用する方法とはまった
く異なります。 

第 2のトラスト・ゾーンは、アプリケーション・サーバーのトラスト・リージョンです。 
データ・サーバーではアプリケーション・サーバーの識別情報を検証し、信頼できると、正
しいクライアントの識別情報を渡します。 第 3のトラスト・ゾーンでは、データ・サーバー
が認可サーバーと対話し、クライアントとアプリケーション・サーバーに割り当てられてい
るロールを取得します。

アプリケーション・サーバーがサーバーに接続すると、1次セッションが確立されます。 ア
プリケーション・サーバーにより通常の方法でデータベースに対して認証が行われ、アプリ
ケーション・サーバー・トラスト・ゾーンが作成されます。 これで、アプリケーション・
サーバーの識別情報はデータ・サーバーに対して予約済になり、信頼されたことになりま
す。

アプリケーションで、アプリケーション・サーバーに接続しているクライアントの識別情報
を検証した場合は、第 1のトラスト・ゾーンが作成されます。 アプリケーション・サーバー
では、クライアントにかわってクライアントの要求に応えることができるように、クライア
ントに対するセッション・ハンドルが必要です。 中層プロセスではセッション・ハンドルを
割り当て、OCIAttrSet()を使用して次のようなクライアント属性を設定します。

クライアントのデータベース・ユーザー名を設定する OCI_ATTR_USERNAME。

 アプリケーション・サーバーがデータ・サーバーの信頼を受け、管理者によって認可されて
いる場合、パスワードの要件をスキップする OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS。

アプリケーション・サーバーがクライアントとして接続した後にアクティブになるロールの
リストを設定する場合は、OCISessionBegin()の前に OCIAttrSet()をコールできます。そのと
きに、属性 OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLESおよびロールのリストを含む文字列の配
列を指定します。 ロールの確立およびプロキシ機能の検証は、1回のラウンドトリップで行
われます。 アプリケーション・サーバーがクライアントの代理として機能することを管理者
が許可していない場合、または特定のロールをアクティブにすることが許可されていない場
合は、OCISessionBegin()コールがエラーになります。
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中層アプリケーションの属性中層アプリケーションの属性中層アプリケーションの属性中層アプリケーションの属性
次の属性を使用すると、クライアントの外部名と初期権限を指定できます。 アプリケーショ
ンでは新しいタイプの資格証明が使用されるため、パスワードが必要ありません。

OCI_CRED_PROXY
クライアントにかわってアプリケーション・サーバーでセッションを開始した場合、
OCI_CRED_RDBMS（データベース名とパスワードが必要です）または OCI_CRED_EXT
（外部に資格証明が与えられます）ではなく、OCI_CRED_PROXYが資格証明のタイプとし
て使用されます。

OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS
この属性を使用して、クライアントの認証に使用するアプリケーション・サーバーの資格証
明を指定します。 パスワードを指定せずに、アプリケーション・サーバーのセッション・ハ
ンドルを渡します。

この属性は、次のように OCI_ATTR_PASSWORD属性のかわりに使用します。 

OCIAttrSet(OCISession *session_handle, 
           OCI_HTYPE_SESSION, 
           OCISession *application_server_session_handle, 
           (ub4) 0, 
           OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS, 
           OCIError *error_handle);

OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME
この属性を使用して、クライアントの外部ネームを指定します。 たとえば、Oracle 
Advanced Security製品ではアイデンティティ・チェーンを外部ネームとして使用する場合
があります。 

新しいクライアント・セッションの開始前に、アプリケーション・サーバーでは標準の
OCI_ATTR_USERNAME属性を使用しているクライアントの Oracleユーザー名が示されま
す。 ただし外部ネームが使用できる場合は、属性 OCI_ATTR_EXTERNAL_NAMEと外部
ネームで OCIAttrSet()が、アプリケーション・サーバーによってコールされます。 

OCIAttrSet(OCISession *session_handle, 
           OCI_HTYPE_SESSION, 
           text *external_user_name, 
           ub4 external_user_name_length, 
           OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME, 
           OCIError *error_handle);
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OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES
クライアントにかわってアプリケーション・サーバーが Oracleサーバーに接続する場合に、
OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES属性を使用して、クライアントに最初に備えられる
はずの（1つまたは複数の）ロールを指定します。 一連のロールを使用可能にするために、
属性、NULL終了文字列の配列および配列内の文字列の数を指定して OCIAttrSet()関数を
コールします。 

OCIAttrSet(OCISession *session_handle, 
           OCI_HTYPE_SESSION, 
           text ** role_array, 
           ub4 number_of_strings, 
           OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES, 
           OCIError *error_handle);

中層の例中層の例中層の例中層の例
たとえば、次のようなコードが考えられます。

...
*OCIEnv *environment_handle; 
OCIServer *data_server_handle; 
OCIError *error_handle; 
OCISvcCtx *application_server_service_handle; 
text *client_roles[2]; 
OCISession *first_client_session_handle, second_client_session_handle; 
...
/*
** General initialization and allocation of contexts. 
*/
 
(void) OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT,
     (dvoid *)0, 
     (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0, 
     (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0, 
     (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ); 
(void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &environment_handle, OCI_DEFAULT, (size_t) 0,
     (dvoid **) 0 ); 
(void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) environment_handle, (dvoid **) &error_handle,
     OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
/* 
** Allocate and initialize the server and service contexts used by the
** application server. 
*/ 

(void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) environment_handle, 
     (dvoid **)&data_server_handle, OCI_HTYPE_SERVER, (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
(void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) environment_handle, (dvoid **)
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     &application_server_service_handle, OCI_HTYPE_SVCCTX, (size_t) 0, 
     (dvoid **) 0);  
(void) OCIAttrSet((dvoid *) application_server_service_handle,
     OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) data_server_handle, (ub4) 0, OCI_ATTR_SERVER,
     error_handle); 
/* 
** Authenticate the application server. In this case, external authentication is
** being used. 
*/

(void) OCIHandleAlloc((dvoid *) environment_handle, 
     (dvoid **)&application_server_session_handle, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
checkerr(error_handle, OCISessionBegin(application_server_service_handle,
     error_handle, application_server_session_handle, OCI_CRED_EXT,
     OCI_DEFAULT)); 
/* 
** Authenticate the first client ** Note that no password is specified by the 
** application server for the client as it is trusted. 
*/ 

(void) OCIHandleAlloc((dvoid *) environment_handle, 
     (dvoid **)&first_client_session_handle, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, 
     (size_t) 0,(dvoid **) 0); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "jeff", (ub4) strlen("jeff"),
     OCI_ATTR_USERNAME, error_handle); 
/* 
** In place of specifying a password, pass the session handle of the application
** server instead. 
*/ 

(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) application_server_session_handle, 
     (ub4) 0, OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "jeff@VeryBigBank.com", 
     (ub4) strlen("jeff@VeryBigBank.com"), OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME,
     error_handle); 
/* 
** Establish the roles that the application server can use as the client. 
*/
 
client_roles[0] = (text *) "TELLER"; client_roles[1] = (text *) "SUPERVISOR";
(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES, error_handle); 
checkerr(error_handle, OCISessionBegin(application_server_service_handle,
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     error_handle, first_client_session_handle, OCI_CRED_PROXY, OCI_DEFAULT)); 
/* 
** To start a session as another client, the application server would do the 
** following. It should be 
** noted this code is unchanged from the current way of doing session switching. 
*/

(void) OCIHandleAlloc((dvoid *) environment_handle, 
     (dvoid **)&second_client_session_handle, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, 
     (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "mutt", (ub4) strlen("mutt"),
     OCI_ATTR_USERNAME, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) application_server_session_handle, 
     (ub4) 0, OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "mutt@VeryBigBank.com", 
     (ub4) strlen("mutt@VeryBigBank.com"), OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME,
     error_handle); 
/* 
** Note that the application server has not specified any initial roles to have
** as the second client. 
*/
 
checkerr(error_handle, OCISessionBegin(application_server_service_handle,
     error_handle, second_client_session_handle, OCI_CRED_PROXY, OCI_DEFAULT)); 
/* 
** To switch to the first user, the application server would apply the session
** handle obtained by the first 
** OCISessionBegin() call. This is the same as is currently done. 
*/ 

(void) OCIAttrSet((dvoid *)application_server_service_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)first_client_session_handle, 
     (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_SESSION, error_handle); 
/* 
** After doing some operations, the application server might want to switch to
** the second client. That 
** would be done by the following call: 
*/

(void) OCIAttrSet((dvoid *)application_server_service_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, 
     (dvoid *)second_client_session_handle, (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_SESSION,
     error_handle); 
/* 
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** and then do operations as that client 
*/

(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) application_server_session_handle, 
     (ub4) 0, OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "jeff@VeryBigBank.com", 
     (ub4) strlen("jeff@VeryBigBank.com"), OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME,
     error_handle); 
/* 
** Establish the roles that the application server can use as the client. 
*/ 

client_roles[0] = (text *) "TELLER"; client_roles[1] = (text *) "SUPERVISOR";
(void) OCIAttrSet((dvoid *) first_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) &client_roles[0], (ub4) 2,
     OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES, error_handle); 
checkerr(error_handle, OCISessionBegin(application_server_service_handle,
     error_handle, first_client_session_handle, OCI_CRED_PROXY, OCI_DEFAULT)); 
/* 
** To start a session as another client, the application server would do the 
** following. It should be 
** noted this code is unchanged from the current way of doing session switching.
*/ 

(void) OCIHandleAlloc((dvoid *) environment_handle, 
     (dvoid **)&second_client_session_handle, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
     (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "mutt", (ub4) strlen("mutt"),
     OCI_ATTR_USERNAME, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) application_server_session_handle,
     (ub4) 0, OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS, error_handle); 
(void) OCIAttrSet((dvoid *) second_client_session_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) "mutt@VeryBigBank.com", 
     (ub4) strlen("mutt@VeryBigBank.com"), OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME,
     error_handle); 
/* 
** Note that the application server has not specified any initial roles to have
** as the second client. 
*/ 

checkerr(error_handle, OCISessionBegin(application_server_service_handle,
     error_handle, second_client_session_handle, OCI_CRED_PROXY, OCI_DEFAULT)); 
/* 
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** To switch to the first user, the application server would apply the session
** handle obtained by the first 
** OCISessionBegin() call. This is the same as is currently done. 
*/ 

(void) OCIAttrSet((dvoid *)application_server_service_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)first_client_session_handle, 
     (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_SESSION, error_handle); 
/* 
** After doing some operations, the application server might want to switch to
** the second client. That 
** would be done by the following call: 
*/

(void) OCIAttrSet((dvoid *)application_server_service_handle, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, 
     (dvoid *)second_client_session_handle, (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_SESSION,
     error_handle); 
/* 
** and then do operations as that client 
*/

(dvoid *)second_client_session_handle, (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_SESSION,
     error_handle); 
/* 
** and then do operations as that client 
*/
...
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スレッド・セーフティスレッド・セーフティスレッド・セーフティスレッド・セーフティ
Oracleデータベース・サーバーおよび OCIライブラリのスレッド・セーフティ機能により、
開発者は OCIをマルチスレッド環境で使用できます。スレッド・セーフティ機能を使用する
と、1つのスレッドから他のスレッドへの副作用なしに、OCIのコードを、OCIコールを実
行するユーザー・プログラムの複数のスレッドから再入可能にできます。

注意注意注意注意 : スレッド・セーフティは、どのプラットフォームでも利用できるとは限りませ
ん。詳細は、使用しているシステム固有の Oracleマニュアルで確認してください。

次の項以降では、OCIを使用してマルチスレッド・アプリケーションを開発する方法につい
て説明します。

OCIスレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点スレッド・セーフティの利点
Oracleコール・インタフェースにスレッド・セーフティをインプリメントすると、次の利点
があります。

� 複数のスレッドで OCIコールを実行した場合も、単一のスレッドで連続するコールを実
行した場合と同じ結果になります。

� 複数のスレッドで OCIコールを実行した場合、スレッド間で副作用がありません。

� マルチスレッド・プログラムを作成しない場合でも、スレッド・セーフの OCIコールを
使用してもパフォーマンスが低下しません。

� 複数のスレッドを使用すると、プログラムのパフォーマンスが向上します。パフォーマ
ンスが向上するのは、別々のプロセッサでスレッドを同時実行するマルチプロセッサ・
システム、および低速操作と高速操作の間でオーバーラップが発生するシングル・プロ
セッサ・システムの場合です。

スレッド・セーフティとスレッド・セーフティとスレッド・セーフティとスレッド・セーフティと 3層アーキテクチャ層アーキテクチャ層アーキテクチャ層アーキテクチャ
クライアント /サーバー・アプリケーションでは、クライアントをマルチスレッド・プログ
ラムにできます。クライアント /サーバー以外のマルチスレッド・アプリケーションの典型
は、3層アーキテクチャ（クライアント /エージェント /サーバー・アーキテクチャとも呼
ぶ）のアプリケーションです。このアーキテクチャでは、クライアントが関係するのは表示
サービスのみです。エージェント（すなわちアプリケーション・サーバー）は、クライアン
ト・アプリケーションのアプリケーション・ロジックを処理します。一般的には、この関係
は多対 1の関係で、複数のクライアントが同一のアプリケーション・サーバーを共有しま
す。

この場合のサーバー層は、Oracleデータベースです。このアプリケーション・サーバー
（エージェント）は、それぞれのスレッドがクライアント・アプリケーションに対してサー
ビスを提供することから、マルチスレッド・アプリケーション・サーバーとして最適です。
Oracle環境では、このアプリケーション・サーバーは OCIプログラムまたはプリコンパイ
ラ・プログラムです。
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マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念マルチスレッド開発の基本概念
スレッドは大きなプロセス内に存在する軽量のプロセスです。複数のスレッドで同一コード
および同一データ・セグメントを共有しますが、プログラム・カウンタ、マシン・レジスタ
およびスタックは、スレッドごとにあります。グローバル変数および静的変数は、すべての
スレッドに共通です。そのため、1つのアプリケーション内で、複数のスレッドによるこれ
らの変数へのアクセスを管理する相互排他メカニズムが必要です。

スレッドは、一度作成されると他のスレッドとは非同期的に動作します。このため、順序を
気にせずに共通のデータ要素にアクセスし、OCIコールを実行できます。このようにデータ
要素に共有アクセスを行うので、複数のスレッドによってアクセスされるデータの整合性を
維持するメカニズムが必要です。

データ・アクセスを管理するメカニズムでは、mutex（相互排他ロック）のフォームを使用
します。これにより、アプリケーションで共有リソースにアクセスする複数のスレッド間
で、競合が発生しません。Oracle8i  OCIでは、mutexは、それぞれの環境ハンドルに基づく
ものとみなされます。

スレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメントスレッド・セーフティのインプリメント
Oracle8i  OCIでスレッド・セーフティを利用するには、まずアプリケーションをスレッド・
セーフなプラットフォーム上で実行する必要があります。次に、アプリケーションはマルチ
スレッド・モードで実行されていることを、OCI_THREADEDを指定することで OCIレイ
ヤーに知らせる必要があります。OCI_THREADEDは、OCIInitialize()のオープン・コール
の modeパラメータで、OCIInitialize()は、アプリケーションで必ず最初にコールされる必要
のある OCI関数です。

別の方法として、OCIEnvCreate()コールを OCIInitialize()および OCIEnvInit()のかわりに使
用する場合は、OCI_THREADEDのモード値を OCIEnvCreate()に渡す必要があります。 
OCIEnvCreate()が OCI_THREADEDを指定してコールされると、OCIEnvCreate()の後に続
くコールにもすべて OCI_THREADEDを指定する必要があることに注意してください。 

注意注意注意注意 : スレッド・セーフでないプラットフォームで実行するアプリケーションの場合
は、OCIInitialize()にも、 OCIEnvCreate()にも OCI_THREADEDの値を渡さないでくだ
さい。

単一スレッド・アプリケーションでは、プラットフォームがスレッド・セーフであるかどう
かにかかわらず、OCIInitialize()または OCIEnvCreate()に OCI_DEFAULTの値を渡す必要が
あります。単一スレッド・アプリケーションを OCI_THREADEDモードで実行すると、パ
フォーマンスが低下する可能性があります。

マルチスレッド・アプリケーションがスレッド・セーフなプラットフォーム上で動作してい
る場合は、OCIライブラリで、アプリケーションのmutex化が環境ハンドル単位で管理さ
れます。必要な場合は、アプリケーションでこの機能を上書きし、独自のmutex化スキーム
を採用することもできます。 これは、OCI_NO_MUTEXの値を OCIEnvInit()コールまたは 
OCIEnvCreate()コールに指定すると実行されます。
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想定されるのは、次の 3つのシナリオです。これらのシナリオは、環境ハンドルごとに存在
する接続の数および接続ごとに作成されるスレッドの数によって変わります。

1. アプリケーションに複数の環境ハンドルがあっても、それぞれの環境ハンドルにスレッ
ドが 1つのみの場合（環境ハンドル 1つにつき 1つのセッションが存在する場合）は、
mutex化する必要はありません。

2. OCI_THREADEDモードで実行しているアプリケーションに 1つ以上の環境ハンドルが
あり、それぞれの環境ハンドルに複数の接続がある場合は、次の方法の中から選択でき
ます。

� OCIEnvInit()でモードの値として OCI_NO_MUTEXを渡します。この場合は、アプ
リケーション側で、同一環境ハンドルで実行する OCIコールをmutex化する必要
があります。この方法には、アプリケーションの設計に基づいてmutex化スキーム
を最適化できるという利点があります。この方法では、1つの環境ハンドル接続で
必ず一度に 1つの OCIコールを処理するようにプログラミングする必要がありま
す。

� OCIEnvInit()に OCI_DEFAULTの値を渡します。この場合は、OCIライブラリが、
環境ハンドルの各 OCIコールに対して自動的にmutexを取得します。

OCIコールの処理の大部分はサーバー上で行われます。そのため、OCIコールを使用し
ている 2つのスレッドの接続先が同じ場合は、サーバーで一方のスレッドの処理が終了
するまでもう一方はブロックされる場合があることに注意してください。

リリースリリースリリースリリース 7.xおよびリリースおよびリリースおよびリリースおよびリリース 8.0のののの OCIコールの混合コールの混合コールの混合コールの混合
アプリケーションで 8.0と 7.xの OCIコールが混在し、またアプリケーションが、適切な
8.0のコールを使用してスレッド・セーフとして初期化されている場合は、スレッド・セー
フティを達成するために opinit()をコールする必要はありません。アプリケーションでは、
後続の 7.xファンクション・コールで 7.xの動作を実現できます。

マルチスレッドの例マルチスレッドの例マルチスレッドの例マルチスレッドの例
マルチスレッド・アプリケーションの例は、demoディレクトリの cdemothr.cを参照して
ください。
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9

OCIプログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用プログラミングの応用

この章では、次の高度なプログラミング・トピックについて説明します。

� OCIThreadパッケージ

� ユーザー定義コールバック関数

� アプリケーション・フェイルオーバー・コールバック

� OCIおよびアドバンスト・キューイング

� パブリッシュ /サブスクライブの通知

� ダイレクト・パス・ロード
応用 9-1
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OCIThreadパッケージパッケージパッケージパッケージ
OCIThreadパッケージには、Oracleのユーザーが通常使用するスレッドの基本形が多数用
意されています。様々なプラットフォームに固有のスレッド機能に対して、移植可能なイン
タフェースも備えています。固有のスレッド機能を持たないプラットフォームでは、スレッ
ドがインプリメントされません。

OCIThreadでは、マルチスレッド機能の移植による実装には対応していません。固有のマ
ルチスレッド機能に対する移植可能なカバー・セットとしてのみ機能します。したがって、
マルチスレッドのための固有のサポートが用意されていないプラットフォームで対応できる
実装は、OCIThreadの一部に限られます。このため、OCIThreadのすべての機能を使用す
る製品は、プラットフォームによっては移植されません。すべてのプラットフォームに移植
する必要のある製品の場合は、OCIThreadの機能を選択する必要があります。この問題は、
このドキュメントの後の項で詳しく説明します。

OCIThread APIは、主に 3つの部分で構成されます。ここでは、各部分について簡単に説
明します。それぞれの部分の詳細は、これ以降の項で説明します。重要な追加情報について
は、9-7ページの「OCIThreadパッケージの使用方法」を参照してください。

注意注意注意注意 : 構文、パラメータ・リスト、その他のコメントなど、OCIThread関数の詳細は、
第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

� 初期化および終了

これらのコールでは、OCIThreadの初期化と終了を行います。OCIThreadの初期化処
理により、OCI環境またはユーザー・セッション・ハンドルのメンバーである
OCIThreadコンテキストが初期化されます。このコンテキストは、他の OCIThread
コールに必要です。

� パッシブなスレッドの基本形

パッシブなスレッドの基本形には、相互排他（mutex）ロック、スレッド IDおよびス
レッド固有のデータ・キーを操作する基本形が含まれます。

これらの基本形がパッシブパッシブパッシブパッシブと呼ばれる理由は、仕様上はマルチスレッドの存在が可能で
すが、マルチスレッドを必要としないためです。つまり、これらの基本形は、シングル
スレッド環境とマルチスレッド環境の両方の仕様に応じてインプリメントできます。

このため、これらの基本形のみを使用する OCIThreadクライアントでは、マルチス
レッドを使用しなくても正常に機能します。つまり、コードを分岐せずにシングルス
レッド環境を稼動することができます。

� アクティブなスレッドの基本形

アクティブなスレッドの基本形には、スレッドの作成、終了およびその他の操作を行う
基本形が含まれます。

これらの基本形がアクティブと呼ばれる理由は、マルチスレッド環境以外では使用でき
ないためです。これらの基本形の仕様では、マルチスレッドが使用可能であることが明
示的に要求されます。マルチスレッド環境であるかどうかを実行時に判断する必要があ
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る場合は、OCIThreadのアクティブ基本形をコールする前に、OCIThreadIsMulti()を
コールします。

初期化および終了初期化および終了初期化および終了初期化および終了
この項で説明する型および関数は、OCIThreadパッケージの初期化および終了に関係して
います。OCIThreadの機能を使用する場合は、あらかじめ適切に初期化する必要がありま
す。OCIThreadのプロセス初期化関数である OCIThreadProcessInit()は、次の点に注意して
コールする必要があります。

初期化関数と終了関数の外見上の動作は、OCIThreadをシングルスレッド環境またはマル
チスレッド環境のいずれで使用した場合も同じになります。初期化関数は、汎用コードまた
はオペレーティング・システム固有の（OSD）コードからコールできます。

OCIThreadコンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト
OCIThread関数をコールするときは、多くの場合、OCI環境またはユーザー・セッショ
ン・ハンドルをパラメータとして指定します。OCIThreadコンテキストは、OCI環境また
はユーザー・セッション・ハンドルの一部なので、OCIThreadInit()をコールして初期化する
必要があります。OCIThreadコンテキストの終了は、OCIThreadTerm()をコールして行いま
す。

注意注意注意注意 : OCIThreadコンテキストは、不透明なデータ構造になっています。コンテキス
トの内容を検査する必要はありません。

スレッドの初期化および終了をインプリメントするには、次の関数を使用します。各関数の
詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadProcessInit() OCIThreadプロセスの初期化を実行します。

OCIThreadInit() OCIThreadコンテキストを初期化します。

OCIThreadTerm() OCIThreadレイヤーを終了してコンテキストのメモリーを解放しま
す。

OCIThreadIsMulti() コール側にアプリケーションがマルチスレッド環境とシングルス
レッド環境のどちらで動作しているかを伝えます。
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パッシブなスレッドの基本形パッシブなスレッドの基本形パッシブなスレッドの基本形パッシブなスレッドの基本形
パッシブなスレッドの基本形は、mutex、スレッド ID、およびスレッド固有のデータを扱い
ます。これら基本形の仕様ではマルチスレッドの存在が必要ないため、これらはマルチス
レッドとシングルスレッドの両方のプラットフォームで使用できます。

OCIThreadMutex
型 OCIThreadMutexは、相互排他ロック（mutex）を指定するために使用します。mutex
は、次のいずれかの目的で使用します。 

� 特定のデータ・セットに、同時に複数のスレッドからアクセスされないようにするため

� コードの特定の重要なセクションを、同時に複数のスレッドが実行しないようにするた
め

mutexポインタは、クライアント構造またはスタンドアロン変数の一部として宣言できま
す。これらのポインタは、使用する前に OCIThreadMutexInit()により初期化する必要があり
ます。不要になった場合は、OCIThreadMutexDestroy()を使用して破棄する必要があります。
mutexポインタは、破棄した後には使用しないでください。

OCIThreadMutexAcquire()を使用して、スレッドからmutexを取得できます。この場合、同
時に複数のスレッドによって特定のmutexが保持されることはありません。mutexを保持
しているスレッドは、OCIThreadMutexRelease()をコールすると解放できます。

OCIThreadKey
型 OCIThreadKeyは、スレッド固有の値を持ったプロセス全体の変数とみなすことができ
ます。つまり、プロセス内のすべてのスレッドで任意の特定のキーを使用できます。ただ
し、各スレッドでは、他のスレッドから独立してそのキーの検査または修正を行うことがで
きます。スレッドがキーを検査したときに検出する値は、そのスレッドがそのキーに対して
最後に設定した値と常に同じです。他のスレッドによって設定されたキーの値は検出されま
せん。

キーによって保持される値の型は、dvoid *汎用ポインタです。

キーは、OCIThreadKeyInit()を使用して作成できます。キーが作成されると、すべてのス
レッドに対して NULLに初期化されます。

スレッドからは、OCIThreadKeySet()を使用してキーの値を設定できます。また、
OCIThreadKeyGet()を使用してキーの値を取得できます。

OCIThreadキー関数によって、スレッド固有のデータの保存および取出しを行うことがで
きます。クライアントでスレッド・プールを管理し、スレッドごとに異なるタスクを割り当
てる場合は、OCIThreadキー関数を使用してタスクに関連付けられたデータを保存するの
が適切でない場合があります。失敗する場合のシナリオを次に示します。スレッドが割り当
てられて、タスクの初期化が実行されます。初期化中に、タスクでは OCIThreadキー関数
を使用して、関連するデータをスレッドに格納します。初期化後、そのスレッドはスレッ
ド・プールに戻されます。次に、スレッド・プール・マネージャでは、そのタスクで一定の
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操作を実行するために、別のスレッドを割り当てます。また、そのタスクでは初期化時に格
納したデータを取り出す必要があります。このタスクは別のスレッド内で実行しているの
で、そのデータを取り出せません。スレッド・プールを使用するアプリケーションでは、
OCIThreadキー関数を使用する場合、この問題を考慮し、注意する必要があります。

OCIThreadKeyDestFunc
OCIThreadKeyDestFuncは、キーのデストラクタ・ルーチンへのポインタの型です。キー
の作成時に、キーをデストラクタ・ルーチンに関連付けることができます
（OCIThreadKeyInit()を参照）。

キーのデストラクタ・ルーチンは、キーの値が NULLでないスレッドが終了するときに常に
コールされます。

デストラクタ・ルーチンの戻り値はなく、パラメータを 1つ指定します。パラメータは、ス
レッドの終了時にキーに対して設定された値です。

デストラクタ・ルーチンは、スレッドの終了後およびプロセスの終了前に、そのスレッドの
値に対して常にコールされます。デストラクタ・ルーチンがコールされる正確なタイミング
は、不明です。このため、プロセス内のコードでは、デストラクタ・ルーチンの実行後の状
態を想定していません。特に、デストラクタは、終了したスレッドが戻るときの結合コール
前に実行されるとは限りません。

OCIThreadId
OCIThreadIdは、スレッドの識別に使用する型です。どのような場合にも、複数のスレッ
ドの OCIThreadIdが同じになることはありません。ただし、OCIThreadIdの値はリサイク
ルができます。つまり、スレッドが終了した後で、終了したスレッドの OCIThreadIdと同
じ IDが付いたスレッドが作成されます。 特に、スレッド IDにより、スレッド Tはプロセス
内で一意に識別できる必要があります。Tがスレッド Uと常に同時に実行されるプロセスの
場合は、すべてのスレッド U内でスレッド IDが一貫しており、有効である必要があります。
スレッド Tのスレッド IDは、スレッド T内で取出し可能である必要があります。この ID
の取出しは、OCIThreadIdGet()によって行います。

OCIThreadId型は、NULLスレッド IDの概念をサポートしています。NULLスレッド ID
は、実際のスレッドの IDと同じになることはありません。
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パッシブなスレッドの関数パッシブなスレッドの関数パッシブなスレッドの関数パッシブなスレッドの関数
次の関数は、mutex、スレッド・キーおよびスレッド IDの操作に使用します。各関数の詳
細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

アクティブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形
アクティブなスレッドの基本形では、実際のスレッドの操作を行います。これらの基本形の
仕様では、多くの場合、マルチスレッドの使用が要求されます。このため、OCIThreadが
有効な場合にのみ正しく動作します。OCIThreadが無効な場合は、常にエラーが戻されま
す。ただし、OCIThreadHandleGet()は例外で、シングルスレッド環境でコールできますが、
この場合は効果がありません。

アクティブ基本形は、マルチスレッド環境で実行されているコード以外からはコールしない
でください。OCIThreadIsMulti()をコールして、環境がマルチスレッドかシングルスレッド
かどうかを調べることができます。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadMutexInit() mutexの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadMutexDestroy() mutexの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadMutexAcquire() コール先スレッドに対して、mutexを取得します。

OCIThreadMutexRelease() mutexを解放します。

OCIThreadKeyInit() キーの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadKeyDestroy() キーの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadKeyGet() コール側スレッドのキーのカレント値を取得します。

OCIThreadKeySet() コール側スレッドのキー値を設定します。

OCIThreadIdInit() スレッド IDの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadIdDestroy() スレッド IDの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadIdSet() スレッド IDの設定を変更します。

OCIThreadIdSetNull() スレッド IDを NULLにします。

OCIThreadIdGet() コール側スレッドのスレッド IDを取り出します。

OCIThreadIdSame() 2つのスレッド IDが同じスレッドを表すかどうかを調べま
す。

OCIThreadIdNull() スレッド IDが NULLかどうかを調べます。
9-6 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



OCIThreadパッケージ
OCIThreadHandle
アクティブ基本形の OCIThreadJoin()および OCIThreadClose()のスレッドを操作するには、型
OCIThreadHandleを使用します。OCIThreadCreate()によってオープンされたスレッド・ハ
ンドルは、対応する OCIThreadClose()コールでクローズする必要があります。
OCIThreadClose()のコール後は、スレッド・ハンドルは無効になります。

OCIThreadを使用するときのスレッド IDとスレッド・ハンドル間の区別は、Windows NT
上のスレッド IDとスレッド・ハンドル間の区別と似ています。多くのプラットフォーム上
では、基礎となるシステム固有の型は同じです。

アクティブなスレッドの関数アクティブなスレッドの関数アクティブなスレッドの関数アクティブなスレッドの関数
次の関数は、アクティブなスレッドのインプリメントに使用します。関数の詳細は、第 15
章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

OCIThreadパッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法
この項では、OCIThreadの使用方法に関連する、より重要な詳細項目をいくつか説明しま
す。

プロセスの初期化プロセスの初期化プロセスの初期化プロセスの初期化
OCIThreadでは、OCIThreadがマルチスレッド・アプリケーション内で使用されていると
きにのみ、プロセス初期化関数（OCIThreadProcessInit()）のコールを必要とします。シング
ルスレッド・アプリケーションで OCIThreadProcessInit()をコールしなくても、エラーになり
ません。

OCIThreadの初期化の初期化の初期化の初期化
OCIThreadInit()をコールするたびに、常に同じ OCIThreadコンテキストが戻されます。

また、OCIThreadInit()への各コールに対応して、OCIThreadTerm()へのコールを行う必要が
あります。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIThreadHndInit() スレッド・ハンドルの割当ておよび初期化を行います。

OCIThreadHndDestroy() スレッド・ハンドルの破棄および割当て解除を行います。

OCIThreadCreate() 新しいスレッドを作成します。

OCIThreadJoin() コール側のスレッドを別のスレッドと結合します。

OCIThreadClose() スレッド・ハンドルをクローズします。

OCIThreadHandleGet() スレッド・ハンドルを取り出します。
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アクティブなスレッドの基本形とパッシブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形とパッシブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形とパッシブなスレッドの基本形アクティブなスレッドの基本形とパッシブなスレッドの基本形
アクティブ基本形を使用せずに書かれた OCIThreadクライアント・コードは、シングルス
レッドとマルチ・スレッドの両方のプラットフォームで、修正せずにコンパイルして使用で
きます。

アクティブ基本形を使用して書かれた OCIThreadクライアント・コードは、マルチスレッ
ド・プラットフォームでのみ正しく動作します。同じアプリケーションをシングルスレッ
ド・プラットフォームで実行するように修正するには、コードを分岐する必要があります。
ソース・ファイルのアプリケーションを分岐するか、OCIThreadIsMulti()コールを使用して
実行時に分岐します。

OCIThreadの使用例の使用例の使用例の使用例
次のコード例に、OCIThreadの使用方法を示します。すべてのデモンストレーション・プロ
グラムのリストについては、付録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

static OCIEnv *envhp; 
static OCIError *errhp; 
void parent(argc, argv) 
sb4 argc; 
text **argv;
{
  OCIThreadId *tidArr[5];  
  OCIThreadHandle *tHndArr[5]; 
  ub4 i;  
  OCIThreadKey *key;  
  (void) OCIInitialize((ub4) OCI_DEFAULT, (dvoid *)0,  
                       (dvoid * (*)(dvoid *, size_t)) 0,  
                       (dvoid * (*)(dvoid *, dvoid *, size_t))0,
                       (void (*)(dvoid *, dvoid *)) 0 ); 
  (void) OCIEnvInit( (OCIEnv **) &envhp, OCI_DEFAULT, (size_t) 0,
                     (dvoid **) 0 ); 
   (void) OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp,  
                         OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0, (dvoid **) 0); 
  OCIThreadProcessInit(); 
  OCIThreadInit(envhp, errhp); 
  OCIThreadKeyInit(envhp, errhp, &key, (OCIThreadKeyDestFunc) NULL); 
  for (i=0; i<5; i++)   
    {
      OCIThreadIdInit(envhp, errhp, &(tidArr[i])); 
      OCIThreadHndInit(envhp, errhp, &(tHndArr[i])); 
    } 
  for (i=0; i<5; i++) 
    OCIThreadCreate(envhp, errhp, child, (dvoid *)key,  
                            tidArr[i], tHndArr[i]); 
  for (i=0; i<5; i++) 
    { 
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      OCIThreadJoin(envhp, errhp, tHndArr[i]);  
      OCIThreadClose(envhp, errhp, tHndArr[i]); 
    } 
  for (i=0; i<5; i++)   
    { 
       OCIThreadIdDestroy(envhp, errhp, &(tidArr[i])); 
       OCIThreadHndDestroy(envhp, errhp, &(tHndArr[i])); 
    } 
  OCIThreadKeyDestroy(envhp, errhp, &key); 
  OCIThreadTerm(envhp, errhp);  
} 
void child(arg) 
dvoid *arg; 
{ 
  OCIThreadKey *key = (OCIThreadKey *)arg; 
  OCIThreadId *tid; 
  dvoid *keyval; 
  OCIThreadIdInit(envhp, errhp, &tid); 
  OCIThreadIdGet(envhp, errhp, tid); 
   if (OCIThreadKeySet(envhp, errhp, key, (dvoid *)tid) != OCI_SUCCESS) 
      printf("Could not set value for key\n"); 
   if (OCIThreadKeyGet(envhp, errhp, key, &keyval) !=OCI_SUCCESS) 
      printf("Could not retrieve value for key\n"); 
   if (keyval != (dvoid *)tid) 
     printf("Incorrect value from key after setting it\n"); 
  /* we must destroy thread id */ 
  OCIThreadIdDestroy(envhp, errhp, &tid); 
}
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ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数ユーザー定義コールバック関数
Oracleコール・インタフェースには、OCIコールの他にユーザー固有のコードを実行する機
能があります。この機能は次の用途に使用できます。

� ユーザーがアプリケーションをチューニングできるように、トレースやパフォーマンス
測定のためのコードを追加します。

� 特定の OCIコールに対して、前処理コードまたは後処理コードを実行します。 

� Oracleデータベース固有の OCIインタフェースを使用して、OCI付きの他のデータ・
ソースにアクセスし、OCIコールが Oracle以外のデータ・ソースへのユーザー・コー
ルバックを使用するようにします。

OCIコールの実行前後にユーザー・コードをコールできる機能のサポートによって、OCI
コールバック機能が増強されました。OCIコードのかわりに、ユーザー定義コードを実行で
きる機能も用意されています。 

アプリケーションのソース・コードを修正することなく、ユーザー・コールバック・コード
を動的に登録することもできます。 動的な登録は、OCIEnvInit()コールまたは
OCIEnvCreate()コール時に環境ハンドルを初期化した後、NT上の動的リンク・ライブラリ
（DLL）または Solaris上の共有ライブラリなど、最大 5つのユーザーが作成し動的にリンク
されたライブラリをロードすることによってインプリメントされます。 ユーザーが作成した
ライブラリでは、選択した OCIコールに対するユーザー・コールバックをアプリケーション
に透過的に登録します。

サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション
OCIユーザー・コールバック機能を示したすべてのデモンストレーション・プログラムのリ
ストについては、付録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録ユーザー・コールバックの登録
アプリケーションから、OCIUserCallbackRegister()関数を使用してユーザー・コールバック・
ライブラリを登録できます。コールバックは、環境ハンドルのコンテキスト内に登録されま
す。アプリケーションでは、OCIUserCallbackGet()関数を使用してハンドルに登録された
コールバックについての情報を取り出すことができます。これらの関数およびパラメータの
詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」の OCIUserCallbackGet()および
OCIUserCallbackRegister()の説明を参照してください。

ユーザー定義コールバックは、OCIコールおよび環境ハンドルに対して登録されたサブルー
チンです。 ユーザー定義コールバックには、最初のコールバック、置換コールバックまたは
最後のコールバックを指定できます。 

� 最初のコールバックの場合は、プログラムから OCI関数をコールするときにコールされ
ます。

� 置換コールバックは、最初のコールバックの後に実行されます。 置換コールバックから
OCI_CONTINUEの値が戻されると、後続の置換コールバックまたは通常の OCIコー
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ドが実行されます。 置換コールバックから OCI_CONTINUE以外の値が戻される場合
は、後続の置換コールバックおよび OCIコードは実行されません。

� 置換コールバックから OCI_CONTINUE以外の値が戻されるか、または OCI関数が正常
に実行されると、プログラムの制御は最後のコールバックに移ります（最後のコール
バックが登録されている場合）。

置換コールバックまたは最後のコールバックから OCI_CONTINUE以外の値が戻された場合
は、関連付けられている OCIコールからコールバックのリターン・コードが戻されます。

ユーザー・コールバックでは、無効なハンドルまたは無効なコンテキストが渡された場合
に、OCI_INVALID_HANDLEを戻すことがあります。

注意注意注意注意 : 任意のコールバックから OCI_CONTINUE以外の値が戻された場合は、リター
ン・コードが後続のコールバックに渡されます。 置換コールバックまたは最後のコール
バックから OCI_CONTINUE以外のリターン・コードが戻された場合は、最後の
（OCI_CONTINUEではない）リターン・コードが OCIコールから戻されます。

OCIUserCallbackRegister
ユーザー・コールバックの登録には、OCIUserCallbackRegister()コールを使用します。この
コールの構文については、15-226ページの OCIUserCallbackRegister()を参照してください。
現段階では、OCIUserCallbackRegister()は環境ハンドル上でしか登録できません。typedef 
OCIUserCallbackのユーザー・コールバック関数は、OCI関数コード fcodeによって識別され
る OCIコールのコンテキストとともに登録します。 コールバックの型は、最初のコールバッ
ク、置換または最後のコールバックのいずれの場合も whenパラメータによって指定します。

たとえば、stmtprep_entry_dyncbk_fn最初のコールバック関数とそのコンテキスト
dynamic_contextは、次のパラメータを使用して OCIUserCallbackRegister()関数をコールする
ことにより、OCIStmtPrepare()コールの環境ハンドル hndlpに対して登録されます。

OCIUserCallbackRegister( hndlp, 
                         OCI_HTYPE_ENV, 
                         errh, 
                         stmtprep_entry_dyncbk_fn, 
                         dynamic_context, 
                         OCI_FNCODE_STMTPREPARE,
                         OCI_UCBTYPE_ENTRY
                         (OCIUcb*) NULL);
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ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数ユーザー・コールバック関数
ユーザー・コールバック関数は、次の構文に従う必要があります。

typedef sword (*OCIUserCallback)
     (dvoid *ctxp,      /* context for the user callback*/
      dvoid *hndlp,     /* handle for the callback, env handle for now */
      ub4 type,         /* type of handlp, OCI_HTYPE_ENV for this release */
      ub4 fcode,        /* function code of the OCI call */
      ub1 when,         /* type of the callback, entry or exit */
      sword returnCode, /* OCI return code */
      ub4 *errnop,      /* Oracle error number */
      va_list arglist); /* parameters of the oci call */

コールバックは、OCIUserCallbackRegister()コールで説明したパラメータの他に、リターン・
コード errnop、およびプロトタイプ定義で宣言された元の OCIのすべてのパラメータを使用
してコールします。

最初のコールバックでは、リターン・コードは常に OCI_SUCCESSとして渡され、*errnop
は常に 0として渡されます。errnopは IN/OUTパラメータなので、*errnopは errnopの内容
を指します。 

コールバックで OCIリターン・コードを変更しない場合は、コールバックから
OCI_CONTINUEを戻す必要があります。*errnopで戻された値は無視されます。 一方、コー
ルバックから OCI_CONTINUE以外のリターン・コードが戻された場合は、最後に戻された
リターン・コードがそのコールのリターン・コードになります。このとき、戻された *errnop
の値はエラー・ハンドル内に設定されます。OCIHandleAlloc()などの特定の OCIコールには
エラー・ハンドルがないので、エラー情報が環境ハンドルに戻された場合は、環境ハンドル
内に設定されます。

置換コールバックの場合は、returnCodeは前のコールバックまたは OCIコールから戻される
OCI_CONTINUE以外のリターン・コードであり、*errnopはエラー・ハンドル内に戻され
るエラー番号の値です。 これによって、後続のコールバックでは、必要に応じてリターン・
コードやエラー情報を変更できます。

置換コールバックから OCI_CONTINUE以外のリターン・コードが戻されると、後続の置換
コールバックおよび OCIコードは無視され、最後のコールバックの処理に移るという点で、
置換コールバックの処理は異なります。

置換コールバックから OCI_CONTINUEが戻されて OCIコードの処理が可能になった場合
は、最初のコールバックからのリターン・コードが無視されることに注意してください。

OCIコールの元のパラメータは、すべて変数パラメータとしてコールバックに渡されます。
コールバックでは、それらを va_argを使用して取り出す必要があります。コールバックのデ
モンストレーション・プログラムには例が提供されています。デモのリストについては、付
録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

コールバックの登録を解除するために、NULL値を登録することができます。つまり、
OCIUserCallbackRegister()コールのコールバック（OCIUserCallback）の値が NULLの場合
は、ユーザー・コールバックの登録は解除されます。 
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スレッドセーフ・モードを使用している場合は、OCIプログラムでは、ユーザー・コール
バックをコールする前にすべてのmutexを取得します。

UserCallbackの制御フローの制御フローの制御フローの制御フロー
次の擬似コードは、標準的な OCIコールの処理の概要を示しています。

OCIXyzCall()
{
 Acquire mutexes on handles;
 retCode = OCI_SUCCESS;
 errno = 0;
 for all ENTRY callbacks do
  {
     
     EntryretCode = (*entryCallback)(..., retcode, &errno, ...);
     if (retCode != OCI_CONTINUE)
      {
         set errno in error handle or environment handle;
         retCode = EntryretCode;
       }
   }
  for all REPLACEMENT callbacks do
  {
   retCode = (*replacementCallback) (..., retcode, &errno, ...);
   if (retCode != OCI_CONTINUE)
      {
       set errno in error handle or environment handle
       goto executeEXITCallback;
       }
   }

   retCode = return code for XyzCall; /* normal processing of OCI call */

   errno = error number from error handle or env handle;

 executeExitCallback:
   for all EXIT callbacks do
   {
       exitRetCode = (*exitCallback)(..., retCode, &errno,...);
       if (exitRetCode != OCI_CONTINUE)
       {
           set errno in error handle or environment handle;
           retCode = exitRetCode;
       }
   }
    release mutexes;
    return retCode
}
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OCIErrorGet()に対するに対するに対するに対する UserCallback
OCIコード全体がコールバックに置き換わる場合は、コールバックでは通常コール・コンテ
キストに独自のエラー情報をメンテナンスし、この情報を使用して、OCIErrorGet()コール
の置換コールバックの bufpパラメータおよび errnopパラメータにエラー情報を戻します。

一方、コールバックが OCIコードの一部に置き換わるか、なんらかの後処理のみを行う場合
は、最後のコールバックを使用して、エラー・テキストや OCIErrorGet()の errnopパラメー
タを、独自のエラー・メッセージやエラー番号に修正することができます。最後のコール
バックに渡される *errnopは、エラー・ハンドルまたは環境ハンドル内のエラー番号です。

最初のコールバックのエラー最初のコールバックのエラー最初のコールバックのエラー最初のコールバックのエラー
最初のコールバックから OCIコールのコール側にエラーを戻す場合は、置換コールバックま
たは最後のコールバックを登録する必要があります。 これは、OCIコードが実行される場合
は、最初のコールバックのエラーコードが無視されるためです。 したがって、最初のコール
バックから独自のコンテキストによって、置換コールバックまたは最後のコールバックにエ
ラーが渡される必要があります。

動的なコールバック登録動的なコールバック登録動的なコールバック登録動的なコールバック登録
ユーザー・コールバックは、OCI動作の監視または他のデータ・ソースへアクセスするため
に使用されることが多いので、コールバックの登録は、割込みが発生しないよう透過的に行
われることが望まれます。 これは、OCIの初期化時に、ユーザーが作成したダイナミック・
リンク・ライブラリをロードすることで可能になります。 これらのダイナミック・リンク・
ライブラリは、パッケージと呼ばれます。 ユーザーが作成したパッケージは、選択した OCI
コール用のユーザー・コールバックを登録します。これらのコールバックでは、実行時に制
御を受け取ったときに、必要に応じてユーザー・コールバックの追加登録または登録解除を
行うことができます。

OCIデモンストレーション・プログラムとともに、パッケージを作成するためのMakeファ
イル（Solarisの ociucb.mk）が用意されています。 このパッケージの名前と位置は、オペ
レーティング・システムによって異なります。 パッケージのソース・コードには、OCIの初
期化時および環境作成時にコールされる特別なコールバックのコードを含める必要がありま
す。 

パッケージのロードを制御するには、オペレーティング・システムの環境変数
ORA_OCI_UCBPKGを設定します。 この変数によって、汎用的な方法でパッケージに名前が
付けられます。 パッケージは、$ORACLE_HOME/libディレクトリに格納してください。

複数のパッケージのロード複数のパッケージのロード複数のパッケージのロード複数のパッケージのロード
ORA_OCI_UCBPKG変数には、パッケージ名をセミコロンで区切ったリストを含めること
ができます。 パッケージは、リストに指定されている順序でロードされます。

たとえば、以前はパッケージを次のように指定しました。

setenv ORA_OCI_UCBPKG mypkg
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現在でも前述の指定はできますが、さらに複数のパッケージを次のように指定できます。

setenv ORA_OCI_UCBPKG "mypkg;yourpkg;oraclepkg;sunpkg;msoftpkg"

これらのパッケージはすべて順番にロードされます。 つまり、最初に mypkgがロードされ、
最後に msoftpkgがロードされます。

最大 5パッケージまで指定できます。 

注意注意注意注意 : サンプルのMakeファイル ociucb.mkによって、Solarisシステムでは
ociucb.so.1.0、または NTシステムでは ociucb.dllが作成されます。 ociucbパッケージを
ロードするには、環境変数 ORA_OCI_UCBPKGに ociucbを設定する必要があります。 
パッケージ名が .soで終わっている場合、Solarisでは OCIInitialize()がエラーになりま
す。 パッケージ名は、.so.1.0で終わる必要があります。

ダイナミック・リンク・ライブラリ作成の詳細は、プラットフォームのデモ・ディレク
トリにあるMakeファイルをお読みください。 ユーザー定義のコールバックの詳細は、
プラットフォームのマニュアルでアプリケーションのコンパイルとリンクの項を参照し
てください。

パッケージ・フォーマットパッケージ・フォーマットパッケージ・フォーマットパッケージ・フォーマット
以前は、パッケージで OCIEnvCallback() 関数のソース・コードを指定する必要がありまし
た。 現在、OCIEnvCallback()関数は使用されていません。 かわりに、パッケージのソース・
コードに 2つの関数を用意する必要があります。 第 1の関数の名前は packagenameにして、
Initという接尾辞を付けます。 たとえば、パッケージの名前が fooである場合は、ソース・
ファイル（必ずしも foo.cである必要はありません）には次のとおり指定し、
OCISharedLibInit()関数のコールとともに fooInit()関数を含めてください。

sword fooInit(metaCtx, libCtx, argfmt, argc, argv)
      dvoid *         metaCtx;         /* The metacontext */
      dvoid *         libCtx;          /* The context for this package. */
      ub4             argfmt;          /* package argument format */
      sword           argc;            /* package arg count*/
      dvoid *         argv[];          /* package arguments */
{
  return  (OCISharedLibInit(metaCtx, libCtx, argfmt, argc, argv,
                            fooEnvCallback));
}

この場合、OCISharedLibInit()関数の最後のパラメータである fooEnvCallback()は、第 2の関
数の名前になります。 第 2の関数の名前は通例 packagenameにして、EnvCallbackという接尾
辞を付けます。

 この関数は、OCIEnvCallback()にかわるものです。 すべての動的なユーザー・コールバック
は、この関数に登録する必要があります。 関数は、次のように指定される
OCIEnvCallbackType型にしてください。
OCIプログラミングの応用 9-15



ユーザー定義コールバック関数
typedef sword (*OCIEnvCallbackType)(OCIEnv *env, ub4 mode,
                                    size_t xtramem_sz, dvoid *usrmemp,
                                    OCIUcb *ucbDesc);

環境ハンドルが作成されると、このコールバック関数が最後にコールされます。 envパラ
メータは、新しく作成された環境ハンドルです。

モード xtramem_szおよび usrmempは、OCIEnvInit()コールまたは OCIEnvCreate()コールに
渡されるパラメータです。 最後のパラメータ ucbDescは、パッケージに渡される記述子です。 
後で述べるように、パッケージではこの記述子を使用して、ユーザー・コールバックを登録
します。

サンプルの ociucb.cファイルがデモ・ディレクトリにあります。 Solarisでは、パッケージ
作成用のMakeファイル ociucb.mkも、デモ・ディレクトリに用意されています。 これは
プラットフォームによって異なりますので、注意してください。 さらにデモ・ディレクトリ
には、ユーザー・コールバックの実例を示すデモ・プログラムがすべて（cdemoucb.c、
cdemoucbl.c）揃っています。

ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖ユーザー・コールバックの連鎖
ユーザー・コールバックは、アプリケーション自体に静的に登録することも、実行時に DLL
内に動的に登録することもできます。動的な登録の目的の動作を維持するには、以前に登録
されていたコールバックを上書きした後に、上書きしたコールバックを新しく登録したコー
ルバック内でコールするという、アプリケーションのメカニズムが必要です。この結果、
ユーザー・コールバックが連鎖することがあります。

連鎖した場合のために、OCIコールに登録されている関数およびコンテキストを確認するた
めの OCIUserCallbackGet()関数が提供されています。このコールの構文については、15-224
ページの OCIUserCallbackGet()を参照してください。

OCIを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセスを介した他のデータ・ソースへのアクセス
Oracleはアクセス頻度の高いデータベースであるため、アプリケーションから Oracle以外
のデータにアクセスする場合は、ユーザー・コールバックを使用して OCIインタフェース経
由でアクセスします。これによって、OCIに記述されたアプリケーションでは、パフォーマ
ンスを低下させずに Oracleデータにアクセスすることができます。Oracle以外のデータ・
ソースにアクセスするには、ユーザー・コールバック内に、Oracle以外のデータにアクセス
するドライバを記述します。 OCIでは豊富なインタフェースを提供しているため、通常は、
OCIコールからほとんどのデータ・ソースに直接マッピングできます。 この方法は、ODBC
などの他の中間層のアプリケーションを記述する方法より優れています。後者の場合、すべ
てのデータ・ソースのパフォーマンスが低下します。OCIを使用して Oracleデータ・ソー
スを通常にアクセスした場合は、パフォーマンスが低下することはありませんが、Oracle以
外のデータ・ソースにアクセスした場合は、ODBC経由と同じパフォーマンスになります。

コールバック関数の制限コールバック関数の制限コールバック関数の制限コールバック関数の制限
OCIEnvCallback()などのコールバック関数の使用方法には、いくつかの制約があります。
9-16 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



ユーザー定義コールバック関数
� コールバックからは、OCIUserCallbackRegister()、OCIUserCallbackGet()、
OCIHandleAlloc()、OCIHandleFree()以外の OCI関数をコールできません。これらの関数
であっても、ユーザー・コールバックでコールされている場合、コールバックは再帰を
避けるためにコールされません。 たとえば、OCIHandleFree()が OCILogoff()のコール
バックでコールされている場合は、OCILogoff()のコールバックの実行中に
OCIHandleFree()のコールバックを行うことはできません。

� コールバックでは、環境ハンドルまたはエラー・ハンドルなどの OCIデータ構造を変更
できません。

� OCIUserCallbackRegister()コール自体または次のいずれかのコールに対して、コールバッ
クは登録できません。

� OCIUserCallbackGet()

� OCIEnvCreate()

� OCIInitialize()

� OCIEnvInit()

OCIコールバックの例コールバックの例コールバックの例コールバックの例
たとえば、OCIStmtPrepareコールに対してそれぞれ最初のコールバック、置換コールバッ
ク、最後のコールバックを登録している 5つのパッケージがあるとします。 すなわち、
ORA_OCI_UCBPKG変数が次のように設定されています。 

setenv ORA_OCI_UCBPKG "pkg1;pkg2;pkg3;pkg4;pkg5" 
 
各パッケージ pkgN（Nは 1～ 5）では、pkgNInit()関数および PkgNEnvCallback()関数を次
のように指定します。 

pkgNInit(metaCtx, libCtx, argfmt, argc, argv) 
{ 
  return OCISharedLibInit(metaCtx, libCtx, argfmt, argc, argv, pkgNEnvCallback); 
} 
 
pkgNEnvCallback()関数は、次のように最初のコールバック、置換コールバックおよび最後の
コールバックを登録します。 

 pkgNEnvCallback(env, mode, xtramemsz, usrmemp, ucbDesc) 
{ 
  OCIHandleAlloc((dvoid *)env, (dvoid **)&errh, OCI_HTYPE_ERROR, (size_t) 0,
        (dvoid **)NULL); 
 
  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, pkgN_entry_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_ENTRY, ucbDesc); 
 
  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, pkgN_replace_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_REPLACE, ucbDesc); 
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  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, pkgN_exit_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_EXIT, ucbDesc); 
 
  return OCI_CONTINUE; 
} 
 
最後に、アプリケーションのソース・コードで、ユーザー・コールバックを次のように
NULL ucbDescで登録できます。 

  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, static_entry_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_ENTRY, (OCIUcb *)NULL); 
 
  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, static_replace_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_REPLACE, (OCIUcb *)NULL); 
 
  OCIUserCallbackRegister(env, OCI_HTYPE_ENV, errh, static_exit_callback_fn,
        pkgNctx, OCI_FNCODE_STMTPREPARE, OCI_UCBTYPE_EXIT, (OCIUcb *)NULL); 
 
 OCIStmtPrepare()コールが実行される場合は、コールバックは以下の順にコールされます。 

static_entry_callback_fn() 
pkg1_entry_callback_fn() 
pkg2_entry_callback_fn() 
pkg3_entry_callback_fn() 
pkg4_entry_callback_fn() 
pkg5_entry_callback_fn() 
 
static_replace_callback_fn() 
 pkg1_replace_callback_fn() 
  pkg2_replace_callback_fn() 
   pkg3_replace_callback_fn() 
    pkg4_replace_callback_fn() 
     pkg5_replace_callback_fn() 
 
      OCI code for OCIStmtPrepare call 
 
pkg5_exit_callback_fn() 
pkg4_exit_callback_fn() 
pkg3_exit_callback_fn() 
pkg2_exit_callback_fn() 
pkg1_exit_callback_fn() 

static_exit_callback_fn() 
 

 注意注意注意注意 : 最後のコールバックは、最初のコールバックおよび置換コールバックとは逆の順
にコールされます。 
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最初のコールバックと最後のコールバックからは任意のリターン・コードが戻され、続いて
次のコールバックが処理されます。 ただし、置換コールバックから OCI_CONTINUE以外の
リターン・コードが戻された場合は、連鎖の次のコールバック（または、最後の置換コール
バックの場合は OCIコード）が無視され、最後のコールバックの処理に移ります。 たとえ
ば、pkg3_replace_callback_fn()から OCI_SUCCESSが戻された場合は、
pkg4_replace_callback_fn()、pkg5_replace_callback_fn()および OCIStmtPrepareコールの OCI処
理は無視されます。 かわって、pkg5_exit_callback_fn()が次に実行されます。 

外部プロシージャからの外部プロシージャからの外部プロシージャからの外部プロシージャからの OCIコールバックコールバックコールバックコールバック
外部プロシージャからコールバックとして使用できるいくつかの OCI関数があります。これ
らの関数については、第 18章「OCIカートリッジ関数」のリストを参照してください。 
PL/SQLコードからコールできる Cサブルーチンの作成、使用可能な OCIコールのリスト、
およびコード例の詳細は、『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。
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アプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバックアプリケーション・フェイルオーバー・コールバック
アプリケーション・フェイルオーバー・コールバックは、あるデータベースのインスタンス
で故障が発生し、別のインスタンスへフェイルオーバーする場合に使用できます。フェイル
オーバー中に遅延が発生する可能性があるため、アプリケーション開発者は、フェイルオー
バーが進行中であることをユーザーに知らせ、ユーザーの待機を要求した方がよい場合があ
ります。さらに、最初のインスタンスのセッションで、いくつかの ALTER SESSIONコマン
ドを受け取る可能性もあります。これらが、2番目のインスタンスで自動的に再実行される
ことはありません。したがって、開発者は、これらの ALTER SESSIONコマンドを 2番目の
インスタンスで再実行する可能性があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アプリケーション・フェイルオーバーの詳細は、 『Oracle8i Parallel Server概
要および管理』マニュアルを参照してください。

フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要フェイルオーバー・コールバックの概要
前述の問題を処理するために、アプリケーションの開発者は、フェイルオーバー・コール
バック関数を登録できます。フェイルオーバーが発生した場合、コールバック関数は、ユー
ザー・セッションを再確立する過程で数回呼び出されます。

コールバック関数が最初にコールされるのは、Oracleがインスタンスの接続中断を最初に検
出したときです。このコールバックは、アプリケーションがユーザーに対して遅延の発生を
通知することを目的にしています。フェイルオーバーが正常終了すると、コールバック関数
の 2番目のコールは、接続が再確立して使用可能になったときに発生します。このとき、ク
ライアントで ALTER SESSIONコマンドが再実行され、ユーザーにフェイルオーバーが発生
したことを通知する場合があります。フェイルオーバーが異常終了した場合、コールバック
は、フェイルオーバーが発生しなかったことをアプリケーションに通知するためにコールさ
れます。さらに、1次ハンドル以外のユーザー・ハンドルが新しい接続で再認証されるたび
に、コールバックがコールされます。各ユーザー・ハンドルはサーバー側セッションを表す
ので、クライアントでは、そのセッションのために ALTER SESSIONコマンドを再実行する
場合があります。

最初のフェイルオーバーが、成功しないことがあります。OCIでは、失敗した後にフェイル
オーバーを再試行するメカニズムを提供しています。この場合の詳細は、9-23ページの
「OCI_FO_ERRORの処理」を参照してください。

フェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータフェイルオーバー・コールバック構造およびパラメータ
ユーザー定義のアプリケーション・フェイルオーバー・コールバック関数の基本的な構造は
次のとおりです。

sb4 appfocallback_fn ( dvoid      * svchp, 
                       dvoid      * envhp, 
                       dvoid      * fo_ctx, 
                       ub4        fo_type, 
                       ub4        fo_event );
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次のパラメータについては、「フェイルオーバー・コールバックの例」9-22ページで例を参
照してください。

svchp
最初のパラメータの svchpは、サービス・コンテキスト・ハンドルです。このパラメータは
型 dvoid *です。

envhp
2番目のパラメータの envhpは、OCI環境ハンドルです。このパラメータは型 dvoid *です。 

fo_ctx
3番目のパラメータの fo_ctxは、クライアント・コンテキストです。このパラメータは、ク
ライアントが指定するメモリーを指すポインタです。この領域には、クライアントが必要な
状態またはコンテキストを保管できます。このパラメータは型 dvoid *です。

fo_type
4番目のパラメータの fo_typeは、フェイルオーバーの種類です。このパラメータにより、ク
ライアントが要求したフェイルオーバーの種類をコールバックが判断できます。通常の値は
次のとおりです。 

� OCI_FO_SESSION - ユーザーがセッションのフェイルオーバーのみを要求したことを示
します。

� OCI_FO_SELECT - ユーザーが選択フェイルオーバーも要求したことを示します。

fo_event
最後のパラメータは、フェイルオーバーのイベントです。このパラメータは、コールバック
がコールされた理由を示します。次の値をとることができます。

� OCI_FO_BEGIN - フェイルオーバーが中断した接続を検出し、フェイルオーバーが開始
することを示します。

� OCI_FO_END - フェイルオーバーが正常終了したことを示します。 

� OCI_FO_ABORT - フェイルオーバーが失敗し、再試行できないことを示します。

� OCI_FO_ERROR - 同様にフェイルオーバーが失敗したことを示しますが、アプリケー
ションでエラーを処理してフェイルオーバーを再試行する機会が与えられます。この場
合の詳細は、9-23ページの「OCI_FO_ERRORの処理」を参照してください。

� OCI_FO_REAUTH - ユーザー・ハンドルが再認証されたことを示します。どのユー
ザー・ハンドルかを調べるために、アプリケーションで、最初のパラメータであるサー
ビス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_SESSION属性をチェックする必要があり
ます。
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フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録フェイルオーバー・コールバックの登録
フェイルオーバー・コールバックを使用するには、それをサーバー・コンテキスト・ハンド
ルに登録する必要があります。この登録は、コールバック定義構造体を作成し、サーバー・
ハンドルの OCI_ATTR_FOCBK属性にこの構造体を設定することにより行います。 

コールバック定義構造体は、OCIFocbkStruct型にしてください。これにはフィールドが 2
つあります。1つには callback_functionで、コールする関数のアドレスが含まれ、もう 1つに
は fo_ctx で、クライアント・コンテキストのアドレスが含まれます。 

コールバック登録の例は、次の項にある例の一部に含まれています。

フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例フェイルオーバー・コールバックの例
次のコード例は、単純なユーザー定義コールバック関数の定義と登録を示しています。

パートパートパートパート 1、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義、フェイルオーバー・コールバックの定義
sb4  callback_fn(svchp, envhp, fo_ctx, fo_type, fo_event )
dvoid * svchp;
dvoid * envhp;
dvoid *fo_ctx;
ub4 fo_type;
ub4 fo_event;
{
switch (fo_event) 
   {
   case OCI_FO_BEGIN:
   {
     printf(" Failing Over ... Please stand by \n");
     printf(" Failover type was found to be %s \n",
                     ((fo_type==OCI_FO_SESSION) ? "SESSION" 
                     :(fo_type==OCI_FO_SELECT) ? "SELECT"
                     : "UNKNOWN!")); 
     printf(" Failover Context is :%s\n", 
                    (fo_ctx?(char *)fo_ctx:"NULL POINTER!"));
     break;
   }
   case OCI_FO_ABORT:
   {
     printf(" Failover aborted. Failover will not take place.\n");
     break;
   }
   case    OCI_FO_END:
   {
       printf(" Failover ended ...resuming services\n");
     break;
   }
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   case OCI_FO_REAUTH:
   {
       printf(" Failed over user. Resuming services\n");
     break;
   }
   default:
   {
     printf("Bad Failover Event: %d.\n",  fo_event);
     break;
   }
   }
   return 0;
}

パートパートパートパート 2、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録、フェイルオーバー・コールバックの登録
int register_callback(svrh, errh)
dvoid *svrh; /* the server handle */
OCIError *errh; /* the error handle */
{
  OCIFocbkStruct failover;                 /*  failover callback structure */
  /* allocate memory for context */
  if (!(failover.fo_ctx = (dvoid *)malloc(strlen("my context."))))
     return(1);
  /* initialize the context. */
  strcpy((char *)failover.context_function, "my context.");
  failover.callback_function = &callback_fn;
  /* do the registration */
  if (OCIAttrSet(srvh, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                (dvoid *) &failover, (ub4) 0,
                (ub4) OCI_ATTR_FOCBK, errh)  != OCI_SUCCESS)
     return(2); 
  /* successful conclusion */
  return (0);
}

OCI_FO_ERRORの処理の処理の処理の処理
フェイルオーバーは、成功しないことがあります。失敗した場合は、コールバック関数に
は、fo_eventパラメータに OCI_FO_ABORTまたは OCI_FO_ERRORの値が戻されます。
OCI_FO_ABORTの場合は、フェイルオーバーが失敗し、フェイルオーバーを続行できない
ことを示します。OCI_FO_ERRORの場合は、コールバック関数にエラーの対策を指示しま
す。たとえば、コールバックから、一定時間待機してから、OCIライブラリにフェイルオー
バーの再試行を指示することができます。

注意注意注意注意 : この機能が利用できるのは、Oracle8iに対して実行されている、Oracle8 Server 
8.0.5以降の OCIライブラリにリンクしているアプリケーションのみです。
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次の時系列でイベントが発生すると仮定します。

コールバック関数から OCI_FO_RETRYの値が戻されると、新しいフェイルオーバーが動作
します。

次のコードは、前述のシナリオと類似したフェイルオーバー手法のインプリメントに使用す
るコールバック関数の例です。この場合、フェイルオーバー・コールバックはループ状態に
なります。その間いったんスリープ状態になってから、再試行が成功するまでフェイルオー
バーを再試行します。

/*--------------------------------------------------------------------*/
/* the user defined failover callback  */
/*--------------------------------------------------------------------*/
sb4  callback_fn(svchp, envhp, fo_ctx, fo_type, fo_event )
dvoid * svchp;
dvoid * envhp;
dvoid *fo_ctx;
ub4 fo_type;
ub4 fo_event;
{
   OCIError *errhp;
   OCIHandleAlloc(envhp, (dvoid **)&errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
              (size_t) 0, (dvoid **) 0);
   switch (fo_event) 
   {
   case OCI_FO_BEGIN:
   {
     printf(" Failing Over ... Please stand by \n");

時間時間時間時間 イベントイベントイベントイベント

T0 データベースがクラッシュします（クラッシュは T5まで続きま
す）。

T1 ユーザーの操作によってフェイルオーバーが動作します。

T2 ユーザーが再接続を試行します。試行が失敗します。

T3 OCI_FO_ERRORによってフェイルオーバー・コールバックがコー
ルされます。

T4 フェイルオーバー・コールバックは事前に定義されたスリープ状態
になります。

T5 データベースが復元されます。

T6 フェイルオーバー・コールバックによって新しいフェイルオーバー
が動作し、成功します。

T7 ユーザーは再接続に成功します。
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     printf(" Failover type was found to be %s \n",
            ((fo_type==OCI_FO_NONE) ? "NONE"
             :(fo_type==OCI_FO_SESSION) ? "SESSION" 
             :(fo_type==OCI_FO_SELECT) ? "SELECT"
             :(fo_type==OCI_FO_TXNAL) ? "TRANSACTION"
             : "UNKNOWN!")); 
     printf(" Failover Context is :%s\n", 
            (fo_ctx?(char *)fo_ctx:"NULL POINTER!"));
     break;
   }
   case OCI_FO_ABORT:
   {
     printf(" Failover aborted. Failover will not take place.\n");
     break;
   }
   case    OCI_FO_END:
   { 
       printf("\n Failover ended ...resuming services\n");
     break;
   }
   case OCI_FO_REAUTH:
   { 
       printf(" Failed over user. Resuming services\n");
     break;
   }
   case OCI_FO_ERROR:
   {
     /* all invocations of this can only generate one line. The newline
      * will be put at fo_end time.
      */
     printf(" Failover error gotten. Sleeping...");
     sleep(3);
     printf("Retrying. ");
     return (OCI_FO_RETRY);
     break;
   }
   default:
   {
     printf("Bad Failover Event: %d.\n",  fo_event);
     break;
   }
   }
   return 0;
}

次のコードは、このフェイルオーバー・コールバック関数を含んだプログラムの例です。
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executing select...
7369    SMITH    CLERK
7499    ALLEN    SALESMAN
 Failing Over ... Please stand by 
 Failover type was found to be SELECT 
 Failover Context is :My context.
 Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. 
Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error 
gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover 
error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  
Failover error gotten. Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. 
Sleeping...Retrying.  Failover error gotten. Sleeping...Retrying. 
 Failover ended ...resuming services
7521    WARD    SALESMAN
7566    JONES    MANAGER
7654    MARTIN    SALESMAN
7698    BLAKE    MANAGER
7782    CLARK    MANAGER
7788    SCOTT    ANALYST
7839    KING    PRESIDENT
7844    TURNER    SALESMAN
7876    ADAMS    CLERK
7900    JAMES    CLERK
7902    FORD    ANALYST
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OCIおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイングおよびアドバンスト・キューイング
OCIには、Oracleのアドバンスト・キューイング機能に対応したインタフェースが用意され
ています。Oracle AQは、Oracle Serverと統合されたメッセージ・キューイングです。
Oracle AQのメッセージ・キューイングでは、キューイング・システムをデータベースと統
合し、メッセージ対応データベースを作成する機能を提供しています。Oracle AQには統合
ソリューションが用意されているため、アプリケーション開発者は特定のビジネス・ロジッ
クに集中することができ、メッセージ・インフラストラクチャを構築する必要がありませ
ん。 

注意注意注意注意 : アドバンスト・キューイングを使用するには、Oracle8iが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 概念、機能、例など AQの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイ
ド アドバンスト・キューイング』のアドバンスト・キューイングの章を参照してくださ
い。

AQとの OCIの使用方法を示すコード例は、15-7ページの OCIAQEnq()の説明を参照し
てください。

OCIアドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数アドバンスト・キューイング関数
OCIライブラリには、アドバンスト・キューイングに関して次の関数が含まれています。

� OCIAQEnq()

� OCIAQDeq()

� OCIAQListen()

第 15章「OCIリレーショナル関数」に、これらの関数およびパラメータについてすべて説
明されています。

OCIアドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明アドバンスト・キューイングの説明
次の記述子が OCI AQ操作に使用されます。

� OCIAQEnqOptions

� OCIAQDeqOptions

� OCIAQMsgProperties

� OCIAQAgent

標準 OCIDescriptorAlloc()コールを使用して、サービス・ハンドルに関するこれらの記述子
を割り当てられます。次のコードでこの例を示します。

OCIDescriptorAlloc(svch, &enqueue_options, OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS, 0, 0 ); 
OCIDescriptorAlloc(svch, &dequeue_options, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, 0 ); 
OCIDescriptorAlloc(svch, &message_properties, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, 0);
OCIDescriptorAlloc(svch, &agent, OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, 0 ); 
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各記述子には、設定または読込み（あるいはその両方）ができる、様々な属性が含まれま
す。これらの属性については、A-28ページの「アドバンスト・キューイング記述子の属性」
で詳しく説明されています。

OCIのアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対のアドバンスト・キューイング対 PL/SQL
次の表は、OCI AQ関数および記述子の関数、パラメータ、オプションと、dbms_aqパッ
ケージの PL/SQL AQ関数との比較を表します。

PL/SQL関数関数関数関数 OCI関数関数関数関数

DBMS_AQ.ENQUEUE OCIAQEnq()

DBMS_AQ.DEQUEUE OCIAQDeq()

DBMS_AQ.LISTEN OCIAQListen()

DBMS_AQ.ENQUEUEパラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQEnq()パラメータパラメータパラメータパラメータ

queue_name queue_name

enqueue_options enqueue_options

message_properties message_properties

payload payload

msgid msgid

注意注意注意注意 : OCIAQEnq()では、さらに svch、errh、payload_tdo、payload_indおよび
flagsのパラメータも必要です。

DBMS_AQ.DEQUEUEパラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQDeq()パラメータパラメータパラメータパラメータ

queue_name queue_name

dequeue_options dequeue_options

message_properties message_properties

payload payload

msgid msgid

注意注意注意注意 :  OCIAQDeq()ではさらに、svch、errh、queue_name、dequeue_options、
message_properties、payload_tdo、payload、payload_ind、flagsの各パラメータが必
要です。
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DBMS_AQ.LISTENパラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQListen()パラメータパラメータパラメータパラメータ

agent_list agent_list

wait wait

agent agent

注意注意注意注意 : OCIAQListen()ではさらに、svchp、errhp、agent_list、num_agents、 wait、
agent,および flagsの各パラメータが必要です。

PL/SQL Agentパラメータパラメータパラメータパラメータ OCIAQAgent属性属性属性属性

name OCI_ATTR_AGENT_NAME

address OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS

protocol OCI_ATTR_AGENT_PROTOCOL

PL/SQLメッセージ・プロパティメッセージ・プロパティメッセージ・プロパティメッセージ・プロパティ OCIAQMsgProperties属性属性属性属性

priority OCI_ATTR_PRIORITY

delay OCI_ATTR_DELAY

expiration OCI_ATTR_EXPIRATION

correlation OCI_ATTR_CORRELATION

attempts OCI_ATTR_ATTEMPTS

recipient_list OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST

exception_queue OCI_ATTR_EXCEPTION_QUEUE

enqueue_time OCI_ATTR_ENQ_TIME

state OCI_ATTR_MSG_STATE

sender_id OCI_ATTR_SENDER_ID

original_msgid OCI_ATTR_ORIGINAL_MSGID
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PL/SQLエンキュー・オプションエンキュー・オプションエンキュー・オプションエンキュー・オプション OCIAQEnqOptions属性属性属性属性

visibility OCI_ATTR_VISIBILITY

relative_msgid OCI_ATTR_RELATIVE_MSGID

sequence_deviation OCI_ATTR_SEQUENCE_DEVIATION

PL/SQLデキュー・オプションデキュー・オプションデキュー・オプションデキュー・オプション OCIAQDeqOptions属性属性属性属性

consumer_name OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

dequeue_mode OCI_ATTR_DEQ_MODE

navigation OCI_ATTR_NAVIGATION

visibility OCI_ATTR_VISIBILITY

wait OCI_ATTR_WAIT

msgid OCI_ATTR_DEQ_MSGID

correlation OCI_ATTR_CORRELATION
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パブリッシュパブリッシュパブリッシュパブリッシュ /サブスクライブの通知サブスクライブの通知サブスクライブの通知サブスクライブの通知
パブリッシュ /サブスクライブの通知機能により、OCIアプリケーションでは、クライアン
ト通知を受け取ることができます。図 9-1「パブリッシュ /サブスクライブのモデル」は、
そのプロセスを示しています。OCIアプリケーションでは次の処理を行います。

� AQ名前領域に通知の実行を登録し、エンキューが発生したときに通知を受け取ります。

� データベース・イベントのサブスクリプションの実行を登録し、そのイベントがトリ
ガーされたときに通知を受け取ります。 

� 一時的な登録の解除またはすべての登録の破棄など、登録を管理します。

� 登録されたクライアントに通知を送信します。

登録されたクライアントは、イベントが発生した時、または明示的な AQ上にある時、非同
期に通知を受け取ります。クライアントは、データベースに接続する必要はありません。

アドバンスト・キューイングの詳細は、9-27ページの「OCIおよびアドバンスト・キューイ
ング」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : キューの作成の詳細と、概念、機能および例など AQの詳細は、『Oracle8i
アプリケーション開発者ガイド アドバンスト・キューイング』のアドバンスト・キュー
イングの章を参照してください。 トリガーの作成の詳細は、『Oracle8i SQLリファレン
ス』のコマンドに関する章を参照してください。
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図図図図 9-1  パブリッシュパブリッシュパブリッシュパブリッシュ /サブスクライブのモデルサブスクライブのモデルサブスクライブのモデルサブスクライブのモデル

パブリッシュパブリッシュパブリッシュパブリッシュ /サブスクライブの関数サブスクライブの関数サブスクライブの関数サブスクライブの関数
イベント通知の登録および受信を行うには、OCIアプリケーションで次のステップを実行す
る必要があります。適切なイベント・トリガーまたは AQエンキューがセットアップされて
いることを前提としています。また、初期化パラメータ COMPATIBLEが 8.1以上に設定さ
れている必要があります。 

各関数の詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。アプリケー
ション内でのこれらの関数の使用例については、9-35ページの「パブリッシュ /サブスクラ
イブの例」を参照してください。

注意注意注意注意 : パブリッシュ /サブスクライブ機能は、マルチスレッド・プラットフォーム上で
のみ利用できます。

1. OCI_EVENTSモードで OCIInitialize()を実行し、アプリケーションで通知の登録および
受信を行うことを指定します。 クライアント上で、通知専用のリスニング・スレッドが
起動します。

2. ハンドルの型を OCI_HTYPE_SUBSCRIPTIONに指定して OCIHandleAlloc()を実行し、
サブスクリプション・ハンドルを割り当てます。
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3. OCIAttrSet()を実行し、次のサブスクリプション・ハンドル属性を設定します。

� OCI_ATTR_SUBSCR_NAME - サブスクリプション名

� OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE - サブスクリプションの名前領域

� OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK - 通知コールバック

� OCI_ATTR_SUBSCR_CTX - コールバック・コンテキスト

� OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD - 送信用ペイロード・バッファ

OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD以外は、これらすべての属性をサブスクリプションの
登録前に設定する必要があります。OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOADは、サブスクリプ
ションの送信前に設定する必要があります。これらの属性の詳細は、A-38ページの
「サブスクリプション・ハンドルの属性」を参照してください。

4. サブスクリプション・ハンドルとともに使用するコールバック・ルーチンを定義しま
す。詳細は、9-33ページの「通知コールバック」を参照してください。

5. OCISubscriptionRegister()を実行してサブスクリプションに登録します。このコールによ
り、複数のサブスクリプションを同時に登録できます。

通知のパブリッシュ /サブスクライブの管理には、次の関数を使用します。各関数の詳細
は、第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

通知コールバック通知コールバック通知コールバック通知コールバック
クライアントは、登録したサブスクリプションに対してアクティビティが発生したときに
コールされる、通知コールバックを登録する必要があります。たとえば、AQ名前領域では、
目的のメッセージがエンキューされたときに通知コールバックが発生します。 

このコールバックは、通常サブスクリプション・ハンドルの
OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK属性によって設定します。 詳細は、A-38ページの「サブ
スクリプション・ハンドルの属性」 を参照してください。

通知コールバックからは、OCI_CONTINUE値が戻される必要があります。また、次の仕様
に準拠している必要があります。

表表表表 9-1  パブリッシュパブリッシュパブリッシュパブリッシュ /サブスクライブの関数サブスクライブの関数サブスクライブの関数サブスクライブの関数

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCISubscriptionDisable() サブスクリプションを無効にします。

OCISubscriptionEnable() サブスクリプションを有効にします。

OCISubscriptionPost() サブスクリプションを送信します。

OCISubscriptionRegister() サブスクリプションを登録します。

OCISubscriptionUnRegister() サブスクリプションの登録を解除します。
OCIプログラミングの応用 9-33



パブリッシュ /サブスクライブの通知
typedef ub4 (*OCISubscriptionNotify) ( dvoid *pCtx,
                                       OCISubscription *pSubscrHp,
                                       dvoid *pPayload,
                                       ub4 *iPayloadLen,
                                       dvoid *pDescriptor,
                                       ub4 iMode);

パラメータは次のように記述します。

pCtx (IN)  コールバックが登録されたときに指定されたユーザー定義コンテキスト。

pSubscrHp (IN)  コールバックが登録されたときに指定されたサブスクリプション・ハンドル。

pPayload (IN)  この通知のペイロード。このリリースでは、ペイロードの ub1 *（バイト・シー
ケンス）のみがサポートされています。

iPayloadLen (IN)  この通知のペイロードの長さ。

pDescriptor (IN)  名前領域固有の記述子。この記述子から名前領域指定のパラメータを抽出で
きます。この記述子の構造はユーザーには不透明で、型は名前領域によって異なります。 

記述子の属性は、名前領域固有です。 アドバンスト・キューイングの場合、記述子は 
OCI_DTYPE_AQNFYです。この記述子の属性は、次のとおりです。 

� Queue Name - OCI_ATTR_QUEUE_NAME

� Consumer Name - OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

� Message Id - OCI_ATTR_NFY_MSGID

� Message Properties - OCI_ATTR_MSG_PROP

OCIおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、9-27ページの「OCIおよびアドバンス
ト・キューイング」を参照してください。

iMode (IN)  コール固有のモード。有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。
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パブリッシュパブリッシュパブリッシュパブリッシュ /サブスクライブの例サブスクライブの例サブスクライブの例サブスクライブの例
この例では、システム・イベント、クライアント通知およびアドバンスト・キューイングが
連動して、パブリッシュ /サブスクライブ通知をインプリメントする方法を示します。

次の PL/SQLコードでは、ユーザー・スキーマ pubsub環境でパブリッシュ /サブスクライ
ブ・メカニズムをサポートするために必要なすべてのオブジェクトを作成します。このコー
ドでは、エージェント snoopが、ログイン・イベント時にパブリッシュされるメッセージを
サブスクライブします。ユーザー pubsubには、アドバンスト・キューイング機能を使用す
るために AQ_ADMINISTRATOR_ROLEおよび AQ_USER_ROLEの権限が必要です。また、
システム・イベントのトリガーを有効にするには、初期化パラメータ
_SYSTEM_TRIG_ENABLEDを TRUE（デフォルト）に設定する必要があります。

Rem ------------------------------------------------------
REM create queue table for persistent multiple consumers
Rem ------------------------------------------------------
connect pubsub/pubsub;
Rem  Create or replace a queue table
begin
  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE(
  QUEUE_TABLE=>’pubsub.raw_msg_table’, 
  MULTIPLE_CONSUMERS => TRUE,
  QUEUE_PAYLOAD_TYPE =>’RAW’,
  COMPATIBLE => ’8.1.5’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Create a persistent queue for publishing messages
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Create a queue for logon events
begin
  DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE(QUEUE_NAME=>’pubsub.logon’,
  QUEUE_TABLE=>’pubsub.raw_msg_table’,
  COMMENT=>’Q for error triggers’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  Start the queue
Rem ------------------------------------------------------
begin
  DBMS_AQADM.START_QUEUE('pubsub.logon');
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  define new_enqueue for convenience
Rem ------------------------------------------------------
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create or replace procedure new_enqueue(queue_name  in varchar2,
                                        payload  in raw ,
correlation in varchar2 := NULL,
exception_queue in varchar2 := NULL)
as
  enq_ct     dbms_aq.enqueue_options_t;
  msg_prop   dbms_aq.message_properties_t;
  enq_msgid  raw(16);
  userdata   raw(1000);
begin
  msg_prop.exception_queue := exception_queue;
  msg_prop.correlation := correlation;
  userdata := payload;
  DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name,enq_ct, msg_prop,userdata,enq_msgid);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  add subscriber with rule based on current user name, 
Rem  using correlation_id
Rem ------------------------------------------------------
declare
subscriber sys.aq$_agent;
begin
  subscriber := sys.aq$_agent('SNOOP', null, null);
  dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => ’pubsub.logon’,
                            subscriber => subscriber,
                            rule => ’CORRID = ’’SCOTT’’ ’);
end;
/
Rem ------------------------------------------------------
Rem  create a trigger on logon on database
Rem ------------------------------------------------------
Rem  create trigger on after logon
create or replace trigger systrig2
   AFTER LOGON
   ON DATABASE
   begin
     new_enqueue('pubsub.logon', hextoraw('9999'), dbms_standard.login_user);
   end;
/

サブスクリプションが作成された後、クライアントはコールバック関数を使用して通知を登
録する必要があります。次のコード例では、登録に必要なステップを実行します。ここで
は、わかりやすくするために、セッション・ハンドルの割当ておよび初期化のステップを省
略しています。
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ub4 namespace = OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQ;
/* callback function for notification of logon of user 'scott' on database */
ub4 notifySnoop(ctx, subscrhp, pay, payl, desc, mode)
    dvoid *ctx;
    OCISubscription *subscrhp;
    dvoid *pay;
    ub4 payl;
    dvoid *desc;
    ub4 mode;
{
    printf("Notification : User Scott Logged on\n");
}
int main()
{
    OCISession *authp = (OCISession *) 0;
    OCISubscription *subscrhpSnoop = (OCISubscription *)0;

/*****************************************************
Initialize OCI Process/Environment
Initialize Server Contexts
Connect to Server
Set Service Context
******************************************************/
    /* Registration Code Begins */
/* Each call to initSubscriptionHn allocates 
           and Initialises a Registration Handle */
    initSubscriptionHn(    &subscrhpSnoop,    /* subscription handle */
        "PUBSUB.SNOOP:ADMIN", /* subscription name */ 
/* <queue_name>:<agent_name> */
        (dvoid*)notifySnoop); /* callback function */

/*****************************************************
The Client Process does not need a live Session for Callbacks
End Session and Detach from Server
******************************************************/
    OCISessionEnd ( svchp,  errhp, authp, (ub4) OCI_DEFAULT);
    /* detach from server */
    OCIServerDetach( srvhp, errhp, OCI_DEFAULT);
    while (1)     /* wait for callback */
        sleep(1);
}
void initSubscriptionHn (subscrhp,
                         subscriptionName,
                         func)
OCISubscription **subscrhp;
  char* subscriptionName;
  dvoid * func;
{
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    /* allocate subscription handle */
    (void) OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **)subscrhp, 
        (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (size_t) 0, (dvoid **) 0);

    /* set subscription name in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) subscriptionName, 
        (ub4) strlen((char *)subscriptionName),
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAME, errhp);

    /* set callback function in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) func, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK, errhp);
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) 0, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_CTX, errhp);

    /* set namespace in handle */
    (void) OCIAttrSet((dvoid *) *subscrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SUBSCRIPTION,
        (dvoid *) &namespace, (ub4) 0,
        (ub4) OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE, errhp);
    checkerr(errhp, OCISubscriptionRegister(svchp, subscrhp, 1, errhp,
        OCI_DEFAULT));
}

ユーザー SCOTTがデータベースにログインした場合は、クライアントは通知を受け取り、
コールバック関数 notifySnoopがコールされます。
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ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード
ダイレクト・パス・ロード・インタフェースを使用すると、OCIアプリケーションから
Oracleデータベース・サーバーのダイレクト・パス・ロード・エンジンにアクセスして、
Oracle SQL*Loaderの関数を実行できます。この機能を使用して、外部ファイルから Oracle
データベース・オブジェクト（表またはパーティション表のパーティション）にデータを
ロードできます。

図図図図 9-2  ダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロードダイレクト・パス・ロード

OCIダイレクト・パス・ロード・インタフェースを使用して、複数行のデータを含むダイレ
クト・パス・ストリームをロードし、複数行をロードすることができます。

ダイレクト・パス APIを使用するには、クライアント・アプリケーションで次のステップを
実行する必要があります。

1. OCI初期化を実行します。

2. ダイレクト・パス・コンテキストのハンドルを割り当てて、属性を設定します。

3. ロードするオブジェクト（表、パーティションまたはサブパーティション）の名前を指
定します。

4. オブジェクトの列の外部データ型を記述します。

5. ダイレクト・パス・インタフェースを準備します。
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6. 1列以上の配列を割り当てます。

7. 1つ以上のダイレクト・パス・ストリームを割り当てます。

8. 列配列内のエントリを、各列に対する入力データ値を指すように設定します。

9. 列配列をダイレクト・パス・ストリーム形式に変換します。

10. ダイレクト・パス・ストリームをロードするか、後でロードできるようにファイルに保
存します。

11. 発生したエラーをすべて取り出します。

12. ダイレクト・パス終了関数をコールします。

13. ハンドルおよびデータ構造を解放します。

14. サーバーから切断します。

ダイレクト・ロード操作では、ロードされているオブジェクトをロックしてそのオブジェク
トに DMLが実行されないようにする必要があります。オブジェクトがロードされている間、
問合せはロックされずに許可されます。DMLロックのモード、および取得される DML
ロックの種類は、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADの指定によって決まります。また、
表全体をロードするのか、パーティションまたはサブパーティションをロードするのかに
よっても異なります。OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADの詳細は、15-84ページの
OCIDirPathPrepare()の説明を参照してください。

� 表のロードの場合、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADオプションの設定とその結果は
次のとおりです。

� FALSE - 表 DML X-Lockが取得されます。

� TRUE - 表 DML S-Lockが取得されます。

� パーティションのロードの場合、OCI_DIRPATH_PARALLEL_LOADオプションの設定
とその結果は次のとおりです。

� FALSE - 表 DML SX-Lockおよびパーティション DML X-Lockが取得されます。

� TRUE - 表 DML SS-Lockおよびパーティション DML S-Lockが取得されます。

制限と制約制限と制約制限と制約制限と制約
ダイレクト・パス・ロード・インタフェースには、SQL*Loaderと同じ次の制限があります。

� トリガーがサポートされていません。

� チェック制約がサポートされていません。

� 参照整合性制約がサポートされていません。

� クラスタ化表がサポートされていません。

� リモート・オブジェクトのロードがサポートされていません。
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� ユーザー定義型がサポートされていません。

� LOBはすべてのスカラー列の後に指定してください。

� LONGは最後に指定してください。

サポートされるデータ型サポートされるデータ型サポートされるデータ型サポートされるデータ型
ダイレクト・パス・ロード操作では、SQLT_CHR、 SQLT_DAT、SQLT_INT、SQLT_UIN、
SQLT_FLT、SQLT_PDN、SQLT_BINまたは SQLT_NUMの外部データ型が列に対して有効
です。列のデータ型の設定または取出しの詳細は、A-48ページの OCI_ATTR_DATA_TYPE
の説明を参照してください。データ型の詳細は、第 3章「データ型」を参照してください。

ダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドルダイレクト・パスのハンドル
ダイレクト・パス・ロードは、ダイレクト・パス配列の挿入操作に対応しています。ダイレ
クト・パス・ロード・インタフェースでは、次のハンドルを使用してロードされるオブジェ
クトおよび操作するデータの指定が記録されます。

� ダイレクト・パス・コンテキスト

� ダイレクト・パス列配列

� ダイレクト・パス・ストリーム

ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性の詳細は、A-40ページの「ダイレクト・パス・
ロード・ハンドルの属性」を参照してください。列パラメータ属性の詳細は、A-45ページ
の「ダイレクト・パス列パラメータの属性」を参照してください。

ダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキストダイレクト・パス・コンテキスト
このハンドルは、表の場合またはパーティション表のパーティションの場合も、ロードされ
る各オブジェクトに対して割り当てる必要があります。OCIDirPathCtxハンドルは
OCIDirPathColArrayおよび OCIDirPathStreamハンドルの親ハンドルなので、
OCIDirPathCtxハンドルを解放するとその子ハンドルも解放されます。ダイレクト・パス・
コンテキストは、OCIHandleAlloc()を使用して割り当てます。

OCIEnv *envp;
OCIDirPathCtx *dpctx;
sword error;

error = OCIHandleAlloc((dvoid *)envp, (dvoid **)&dpctx,
                    OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX, 0,(dvoid **)0);

ダイレクト・パス・コンテキストの親ハンドルは、常に環境ハンドルです。ダイレクト・パ
ス・コンテキストは、OCIHandleFree()を使用して解放します。

error = OCIHandleFree(dpctx, OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX);
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ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列ダイレクト・パス列配列
ダイレクト・パス・インタフェースに行配列を表示するには、このハンドルを使用します。 
行は、列の値、列の長さおよび列フラグの 3つの配列によって表します。列配列のメソッド
には、配列ハンドルの割当て、および配列のエントリに対応する値の設定や取得がありま
す。

ダイレクト・パス列配列ハンドルは、OCIHandleAlloc()を使用して割り当てます。次のコー
ドは、ダイレクト・パス列配列ハンドルの明示的な割当ての例です。

OCIDirPathCtx *dpctx;
OCIDirPathColArray *dpca;
sword error;
error = OCIHandleAlloc((dvoid *)dpctx, (dvoid **)&dpca,

               OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY, 0, (dvoid **)0);

ダイレクト・パス列配列ハンドルは、OCIHandleFree()を使用して解放します。

error = OCIHandleFree(dpca, OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY);

OCIDirPathColArrayハンドルの解放により、そのハンドルに関連付けられた列配列も解放さ
れます。

ダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリームダイレクト・パス・ストリーム
変換操作 OCIDirPathColArrayToStream()およびロード操作 OCIDirPathLoadStream()には、こ
のハンドルを使用します。

ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルは、クライアントが OCIHandleAlloc()を使用して
割り当てます。OCIDirPathStreamハンドルの構造は、バッファ、バッファ長形式の組合せ
とみなすことができます。

ダイレクト・パス・ストリームは、Oracle表データの線形表現です。変換操作は、常にスト
リームの最後に追加されます。ロード操作は、常にストリームの最初に起動します。スト
リームのロードが正常終了した後、OCIDirPathStreamReset()をコールしてストリームをリ
セットする必要があります。

次のコードは、OCIHandleAlloc()を使用して割り当てられるダイレクト・パス・ストリー
ム・ハンドルの例です。親ハンドルは常に OCIDirPathCtxハンドルです。

OCIDirPathCtx *dpctx;
OCIDirPathStream *dpstr;
sword error;
error = OCIHandleAlloc((dvoid *)dpctx, (dvoid **)&dpstr,

               OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM, 0,(dvoid **)0);

ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルは、OCIHandleFree()を使用して解放します。

error = OCIHandleFree(dpstr, OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM);
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ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの解放により、OCIDirPathStreamAlloc()によって
割り当てられているすべてのストリーム・バッファも解放されます。

ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数ダイレクト・パス・インタフェースの関数
この項にリストされた関数は、ダイレクト・パス・ロード・インタフェースとともに使用し
ます。各関数の詳細は、第 15章「OCIリレーショナル関数」を参照してください。

ダイレクト・パス・コンテキストの操作は、表 9-2「ダイレクト・パス・コンテキストの関
数」の関数で実行します。

表表表表 9-2  ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数ダイレクト・パス・コンテキストの関数  

ダイレクト・パス列配列の操作は、表 9-3「ダイレクト・パス列配列の関数」の関数で実行
します。

表表表表 9-3  ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数ダイレクト・パス列配列の関数

ダイレクト・パス・ストリームの操作は、表 9-4「ダイレクト・パス・ストリームの関数」
の関数で実行します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathAbort() ダイレクト・パス操作を中止します。

OCIDirPathFinish() ロードされたデータをコミットします。

OCIDirPathPrepare() 行の変換またはロードを行うためにダイレクト・パス・イン
タフェースを準備します。

OCIDirPathLoadStream() ダイレクト・パス・ストリーム形式に変換されているデータ
をロードします。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathColArrayEntryGet() 列配列内の指定されたエントリを取得します。

OCIDirPathColArrayEntrySet() 列配列内の指定されたエントリを特定の値に設定します。

OCIDirPathColArrayRowGet() 指定された行番号の基本行ポインタを取得します。

OCIDirPathColArrayReset() 行配列の状態をリセットします。

OCIDirPathColArrayToStream() 列配列形式からダイレクト・パス・ストリーム形式に変換
します。
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表表表表 9-4  ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数ダイレクト・パス・ストリームの関数 

ダイレクト・パスロードの例ダイレクト・パスロードの例ダイレクト・パスロードの例ダイレクト・パスロードの例
次のコードは、OCIダイレクト・パス・インタフェースの使用方法の例です。ただし、一部
省略されています。

例では、次のデータ構造が使用されています。 

/* load control structure */
struct loadctl
{
  ub4                 nrow_ctl;            /* number of rows in column array */
  ub2                 ncol_ctl;         /* number of columns in column array */
  OCIEnv             *envhp_ctl;                       /* environment handle */
  OCIServer          *srvhp_ctl;                            /* server handle */
  OCIError           *errhp_ctl;                             /* error handle */
  OCIError           *errhp2_ctl;                    /* another error handle */
  OCISvcCtx          *svchp_ctl;                          /* service context */
  OCISession         *authp_ctl;                   /* authentication context */
  OCIParam           *colLstDesc_ctl;        /* column list parameter handle */
  OCIDirPathCtx      *dpctx_ctl;                      /* direct path context */
  OCIDirPathColArray *dpca_ctl;           /* direct path column array handle */
  OCIDirPathStream   *dpstr_ctl;                /* direct path stream handle */
  ub1                *buf_ctl;    /* pre-alloc'd buffer for out-of-line data */
  ub4                 bufsz_ctl;                 /* size of buf_ctl in bytes */
  ub4                 bufoff_ctl; /* offset into buf_ctl which is not in use */
  ub4                *otor_ctl;                  /* Offset to Recnum mapping */
  ub1                *inbuf_ctl;                 /* buffer for input records */
  struct pctx         pctx_ctl;                     /* partial field context */
  };

demoディレクトリのヘッダー・ファイル cdemodp.hで、次の構造体を定義します。

#ifndef cdemodp_ORACLE
# define cdemodp_ORACLE

# include <oratypes.h>

# ifndef externdef
#  define externdef
# endif

/* External column attributes */

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDirPathStreamReset() ダイレクト・ストリームの状態をリセットします。
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struct col
{
  text *name_col;                                             /* column name */
  ub2   id_col;                                            /* column load id */
  ub2   exttyp_col;                                         /* external type */
  text *datemask_col;                             /* datemask, if applicable */
  ub1   prec_col;                                /* precision, if applicable */
  sb1   scale_col;                                   /* scale, if applicable */
  ub2   csid_col;                                        /* character set id */
  ub1   date_col;            /* is column a chrdate or date? 1=TRUE. 0=FALSE */
};

/* Input field descriptor
 * For this example (and simplicity),
 * fields are strictly positional.
 */
struct fld
{
  ub4  begpos_fld;                             /* 1-based beginning position */
  ub4  endpos_fld;                             /* 1-based ending    position */
  ub4  maxlen_fld;                       /* max length for out of line field */
  ub4    flag_fld;
#define FLD_INLINE            0x1
#define FLD_OUTOFLINE         0x2
#define FLD_STRIP_LEAD_BLANK  0x4
#define FLD_STRIP_TRAIL_BLANK 0x8
};

struct tbl
{
  text        *owner_tbl;                                     /* table owner */
  text        *name_tbl;                                       /* table name */
  text        *subname_tbl;                        /* subname, if applicable */
  ub2          ncol_tbl;                     /* number of columns in col_tbl */
  text        *dfltdatemask_tbl;            /* table level default date mask */
  struct col  *col_tbl;                                 /* column attributes */
  struct fld  *fld_tbl;                                  /* field descriptor */
  ub1          parallel_tbl;                         /* parallel: 1 for true */
  ub1          nolog_tbl;                          /* no logging: 1 for true */
  ub4          xfrsz_tbl;                   /* transfer buffer size in bytes */
};

struct sess                        /* options for a direct path load session */
{
  text        *username_sess;                                        /* user */
  text        *password_sess;                                    /* password */
  text        *inst_sess;                            /* remote instance name */
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  text        *outfn_sess;                                /* output filename */
  ub4          maxreclen_sess;          /* max size of input record in bytes */
};

#endif                                              /* cdemodp_ORACLE */

init_load関数は、tblpで記述された表上で、ダイレクト・パス APIを使用してダイレクト・
パス・ロードを実行します。ctlpによって指定された loadctl構造体の環境およびサービス・
コンテキストは、適切に初期化されています。サーバーへの接続は確立されています。

STATICF void
init_load(ctlp, tblp)
struct loadctl *ctlp;
struct tbl     *tblp;
{
  struct  col   *colp;
  struct  fld   *fldp;
  sword          ociret;                       /* return code from OCI calls */
  OCIDirPathCtx *dpctx;                               /* direct path context */
  OCIParam      *colDesc;                     /* column parameter descriptor */
  ub1            parmtyp;
  ub1           *timestamp = (ub1 *)0;
  ub4            size;
  ub4            i;
  ub4            pos;

  /* allocate and initialize a direct path context */
  OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->envhp_ctl,
                           (dvoid **)&ctlp->dpctx_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

  dpctx = ctlp->dpctx_ctl;                                      /* shorthand */

  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrSet((dvoid *)dpctx, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                       (dvoid *)tblp->name_tbl,
                       (ub4)strlen((const char *)tblp->name_tbl),
                       (ub4)OCI_ATTR_NAME, ctlp->errhp_ctl));
...

OCI_ATTR_SUB_NAME、OCI_ATTR_SCHEMA_NAMEなど、その他の属性も設定しま
す。属性を設定した後、ロードの準備をします。
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  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIDirPathPrepare(dpctx, ctlp->svchp_ctl, ctlp->errhp_ctl));

列配列およびストリーム・ハンドルを割り当てます。ダイレクト・パス・コンテキスト・ハ
ンドルは、列配列ハンドルおよびストリーム・ハンドルの親ハンドルです。また、Oracleエ
ラーは、ダイレクト・パス・コンテキストに関連付けられた環境ハンドルとともに戻されま
す。

   OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl, (dvoid **)&ctlp->dpca_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

  OCI_CHECK(ctlp->envhp_ctl, OCI_HTYPE_ENV, ociret, ctlp,
            OCIHandleAlloc((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl,(dvoid **)&ctlp->dpstr_ctl,
                           (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM,
                           (size_t)0, (dvoid **)0));

割り当てた列配列から複数の行および列を取得します。

  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrGet(ctlp->dpca_ctl, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                       &ctlp->nrow_ctl, 0, OCI_ATTR_NUM_ROWS,
                       ctlp->errhp_ctl));

   OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrGet(ctlp->dpca_ctl, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY,
                       &ctlp->ncol_ctl, 0, OCI_ATTR_NUM_COLS,
                       ctlp->errhp_ctl));

入力データ・フィールドを対応するデータ列に設定します。

OCIDirPathColArrayEntrySet(ctlp->dpca_ctl, ctlp->errhp_ctl,
                                         rowoff, colp->id_col,
                                         cval, clen, cflg));

前の変換を続ける必要がある場合、または行にデータを追加する場合は、列配列の状態をリ
セットします。

(void) OCIDirPathColArrayReset(ctlp->dpca_ctl, ctlp->errhp_ctl);

ストリームの状態をリセットして、新しいストリームを開始します。リセットしなかった場
合は、ストリーム内のデータが既存のデータの末尾に追加されます。

(void) OCIDirPathStreamReset(ctlp->dpstr_ctl, ctlp->errhp_ctl);
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データの入力後、列配列内のデータをストリーム形式に変換し、不正なレコードを削除しま
す。

ocierr = OCIDirPathColArrayToStream(ctlp->dpca_ctl, ctlp->dpctx_ctl,
                                        ctlp->dpstr_ctl, ctlp->errhp_ctl,
                                        rowcnt, startoff);

ストリームをロードします。ストリームを生成した列配列のオフセット情報とともに、スト
リーム・ハンドルに対するストリーム内の位置は変わりません。ストリーム形式への変換が
終わると、そのデータはストリームの末尾に追加されます。ストリームは、適切なタイミン
グでコール側がリセットする必要があります。エラーの発生時には、位置は次の行に移動し
ます。ただし、最後の列でエラーが発生した場合は、ストリームの末尾に移動します。次の
行がある場合は、次の OCIDirPathLoadStream()がコールされます。OCIDirPathLoadStream()
がコールされ、ストリームの末尾に到達した場合は、OCI_NO_DATAが戻されます。

ocierr = OCIDirPathLoadStream(ctlp->dpctx_ctl, ctlp->dpstr_ctl,
                                ctlp->errhp_ctl);

ダイレクト・パス・ロードを終了します。

OCIDirPathFinish(ctlp->dpctx_ctl, ctlp->errhp_ctl);

割り当てられているすべてのダイレクト・パス・ハンドルを解放します。親のダイレクト・
パス・コンテキスト・ハンドルが解放されたときに、ダイレクト・パス列配列ハンドルおよ
びストリーム・ハンドルが解放されます。ダイレクト・パス列配列ハンドルおよびストリー
ム・ハンドルを解放するコード文は必要ありませんが、コード例として参照してください。

ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpca_ctl,
                           OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY);
ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpstr_ctl,
                           OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM);
ociret = OCIHandleFree((dvoid *)ctlp->dpctx_ctl, 
                          OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX);
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第第第第 II部部部部

OCIオブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念オブジェクトの概念

第Ⅱ部は、OCIで Oracle8オブジェクトを使用する方法を説明した章で構成されています。

� 第 10章「OCIオブジェクト・リレーショナル・プログラミング」では、OCIでのオブ
ジェクトの概念とオブジェクト・リレーショナル・プログラミングについて紹介しま
す。

� 第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」では、オブジェクト・ データ型
と、データベース・オブジェクトを C構造体で表す方法について説明します。 また、
データ型をマッピングし操作する OCI関数についても説明します。

� 第 12章「オブジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」では、オブジェ
クト・リレーショナル・データ型のバインドと定義について説明します。

� 第 13章「オブジェクトのキャッシュおよび ナビゲーション」では、オブジェクト・
キャッシュと、オブジェクトでのナビゲート方法について説明します。

� 第 14章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」では、OTTを使用して、データ
ベース型定義をホスト言語表現に変換する方法について説明します。
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この章では、オブジェクトを Oracle8データベース・サーバーで操作するための OCIの機能
を紹介します。また、OCIのオブジェクト・ナビゲーショナル・ファンクション・コールに
ついても説明します。この章には、次の項があります。

� 概要

� OCIオブジェクトの概要

� OCIでのオブジェクトの操作

� OCIオブジェクト・アプリケーションの開発
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概要
概要概要概要概要
この章はいくつかの項に分かれており、Oracleオブジェクトおよび OCIナビゲーショナル・
ファンクション・コールを操作する OCIアプリケーション・プログラムの記述に関連した基
本的な概念を説明しています。

� OCIオブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要では、オブジェクトを操作するための OCIの機能について、概
略を簡単に説明します。

� OCIでのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作では、OCIオブジェクト・アプリケーションの基本的な構
造体と、OCIで操作できるオブジェクトの種類について説明します。この項の内容が、
その後の章内容の基礎になっています。

� OCIオブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発では、OCIオブジェクト・アプリケーショ
ンの主な要素について、詳細に説明します。ここでは、重要なポイントについてわかり
やすい例をあげています。

以降の章には、OCIを使用したオブジェクト操作についての追加情報が記載されています。

� 第 11章「オブジェクト・リレーショナル・データ型」では、OCIオブジェクト・リレー
ショナル・アプリケーションで使用するデータ型について説明します。この情報は、第
3章「データ型」の補足です。OCIデータ型マッピングおよび操作関数についても説明
します。

� 第 12章「オブジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」では、オブジェ
クト・リレーショナル・データ型に特有な操作のバインドおよび定義について説明しま
す。この情報は、第 2章「OCIプログラミングの基本」および第 5章「バインドと定
義」の補足です。

� 第 13章「オブジェクトのキャッシュおよび ナビゲーション」では、オブジェクト・
キャッシュおよびオブジェクト・ナビゲーションについて説明します。OCIナビゲー
ショナル関数についても説明します。

� 第 14章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」では、オブジェクト型トランス
レータについて説明します。

OCIオブジェクト・リレーショナル・ファンクションに関する説明は、第 16章「OCIナビ
ゲーショナル関数と型関数」および第 17章「OCIデータ型マッピング関数および操作関数」
にあります。その他に、一部のオブジェクト機能は、第 15章「OCIリレーショナル関数」
の関数の項で説明されています。
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OCIオブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要
Oracleコール・インタフェース（OCI）には、データベース・アクセス管理および SQL文
処理のための一連の関数があります。これらの関数の詳細は、このマニュアルの第 I部に記
載されています。OCIリレーショナル・インタフェースの SQL機能によって、アプリケー
ションで SQL文を使用して、Oracleデータベース・サーバーのオブジェクトにアクセスで
きます。

注意注意注意注意 : Oracle8i OCIライブラリは、C向けにのみサポートされています。

OCIでは、アプリケーションからスカラー値、コレクション、任意のオブジェクト型のイン
スタンスなど、Oracleデータベース・サーバー内のすべてのデータ型にアクセスできます。
次のデータ型があります。

� オブジェクト

� 可変長配列（VARRAY）

� NESTED TABLE（多重集合）

� 参照（REF）

� LOB

Oracle Serverのオブジェクト機能を十分に活用するには、ほとんどのアプリケーションでは
単にオブジェクトにアクセスするのみでは十分ではありません。アプリケーションでは、オ
ブジェクトを取り出した後、そのオブジェクトから他のオブジェクトへ参照を通してナビ
ゲートする必要があります。OCIはそのための機能を提供します。OCIのオブジェクト・ナ
ビゲーショナル・コールを使用して、アプリケーションは Oracleオブジェクトに対して次
の関数を実行できます。

� オブジェクトの作成、アクセス、ロック、削除、コピーおよびフラッシュ

� オブジェクトとそのメタオブジェクトへの参照の入手

� オブジェクト属性の値の動的な取得および設定

OCIナビゲーショナル・コールについては、この章の後半で詳しく説明します。

また、OCIでは、Oracleのデータベースに格納されているタイプ情報にアクセスする機能も
備えています。アプリケーションでは、OCIDescribeAny()関数を使用して、データベースに
格納されている型に関するほとんどの情報（メソッド、属性、型メタデータなど）にアクセ
スできます。 OCIDescribeAny()は、第 6章「スキーマ・メタデータの記述」で説明します。

Oracleオブジェクトを操作するアプリケーションでは、オブジェクトをホスト言語形式で表
現する手段が必要です。Oracle8iには、オブジェクト型トランスレータ（OTT）というユー
ティリティがあり、それを使用してデータベース内の型定義を Cの構造体宣言に変換できま
す。宣言はヘッダー・ファイルに格納され、それを OCIアプリケーションに組み込むことが
できます。

型の定義が Cで表されている場合は、属性の型は、Oracle8iの新機能である特別な C変数
型にマップされます。OCIには、アプリケーションによるこれらのデータ型の操作およびそ
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れによるオブジェクトの属性の操作を可能にする、データ型マッピングおよび操作機能の
セットが含まれています。これらの関数については、第 11章「オブジェクト・リレーショ
ナル・データ型」で詳しく説明します。

オブジェクトに関する用語は混同することがあります。この章では、これ以降「オブジェク
ト」と「インスタンス」という用語は両方とも、データベースに格納されたオブジェクト、
またはオブジェクト・キャッシュにあるオブジェクトを参照します。

OCIでのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作でのオブジェクトの操作
第 2章から第 6章で説明したリレーショナル OCIアプリケーションに関するプログラミング
原理の多くは、オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションにも適用されます。オブ
ジェクト・リレーショナル・アプリケーションでは、標準 OCIコールを使用してデータベー
ス接続を確立し、SQL文を処理します。その違いは、発行される SQL文では、オブジェク
ト参照（または値ごとのオブジェクト）を取り出して、OCIのオブジェクト・ファンクショ
ンで操作できることです。

基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体基本的なオブジェクト・プログラム構造体
オブジェクトを使用する OCIアプリケーションの基本的な構造体は、本質的にはリレーショ
ナル OCIアプリケーションと同じで、これについては 2-3ページの「OCIプログラム構造」
で説明しています。ここでは、基本的なオブジェクト機能についての追加情報とともに、そ
のモデルをもう一度示します。

1. OCIプログラミング環境を初期化します。

注意注意注意注意 : 環境はオブジェクト・モードで初期化してください。

また、アプリケーションでは通常、ヘッダー・ファイルからデータベース・オブジェク
トの C構造体の表現を組み込む必要があります。これらの構造体はプログラマが作成す
るか、またはより簡単な方法としては、第 14章「オブジェクト型トランスレータの使
用方法」で説明するように、オブジェクト型トランスレータ（OTT）でも生成できま
す。

2. 必要なハンドルを割り当て、サーバーとの接続を確立します。

3. SQL文を準備して実行します。これは、ローカル（クライアント側）ステップで、プ
レース・ホルダのバインドと出力変数の定義を行います。オブジェクト・リレーショナ
ル・アプリケーションの場合、この SQL文はオブジェクトへの参照（REF）を戻しま
す。

注意注意注意注意 : オブジェクトは参照（REF）するのみでなく、オブジェクト全体をフェッチする
こともできます。 参照可能なオブジェクトを選択する場合は、それを確保するのではな
く、オブジェクトを値渡しで取得します。あるいは、10-15ページの「埋込みオブジェ
クトのフェッチ」の説明のようにして、参照可能でないオブジェクトを選択できます。

4. 準備した文をデータベース・サーバーに関連付けて実行します。
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5. 戻された結果をフェッチします。

オブジェクト・リレーショナル・アプリケーションでは、このステップで、REFを取り
出し、参照するオブジェクトを確保します。オブジェクトを確保した後、次の一部また
はすべてを実行します。

– オブジェクトの属性を操作し、それを使用済とマークします。

– 別の 1個のオブジェクト、または一連のオブジェクトへの REFをたどります。

– 型および属性の情報にアクセスします。

– 複合オブジェクト検索グラフをナビゲートします。

– 変更したオブジェクトをサーバーにフラッシュします。

6. トランザクションをコミットします。このステップでは暗黙的に、変更されたすべての
オブジェクトをサーバーにフラッシュし、変更をコミットします。

7. 再利用しない文とハンドルを解放するか、準備完了文を再実行します。

この章の後の項目で、すべてのステップを詳しく説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIを使用したサーバーへの接続、SQL文の処理およびハンドルの割当ての
詳細は、第 2章「OCIプログラミングの基本」および第 15章「OCIリレーショナル関
数」にある OCIリレーショナル関数の説明を参照してください。

OTTの詳細は、10-8ページの「Cアプリケーションでのオブジェクトの表現」および第
14章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」を参照してください。

永続オブジェクト、一時オブジェクトおよび値永続オブジェクト、一時オブジェクトおよび値永続オブジェクト、一時オブジェクトおよび値永続オブジェクト、一時オブジェクトおよび値
Oracleの型のインスタンスは、存続期間によって、「永続オブジェクト」と「一時オブジェ
クト」に分類されます。永続オブジェクトのインスタンスは、オブジェクト識別子によって
参照可能かどうかに応じて、さらに「スタンドアロン・オブジェクト」と「埋込みオブジェ
クト」に分割できます。

注意注意注意注意 : このマニュアルでは、オブジェクトとインスタンスは同じ意味の用語です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクトの詳細は、『Oracle8i概要』を参照してください。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
永続オブジェクトは Oracleデータベースに格納されているオブジェクトです。永続オブ
ジェクトは、OCIアプリケーションによってオブジェクト・キャッシュにフェッチされ、変
更されます。永続オブジェクトは、それにアクセスしているアプリケーションの存続期間が
過ぎても存続できます。作成された永続オブジェクトは、明示的に削除されるまでデータ
ベースに残留します。永続オブジェクトには次の 2種類があります。

� スタンドアロン・インスタンス。オブジェクト表の行に格納され、それぞれが他と重複
しないオブジェクト識別子を持っています。OCIアプリケーションでは、スタンドアロ
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ン・インスタンスへの REFを取り出してオブジェクトを確保し、確保したオブジェクト
からその他の関連オブジェクトにナビゲートできます。スタンドアロン・オブジェクト
は参照可能オブジェクトとも呼ばれます。

参照可能オブジェクトの選択も可能で、その場合は REFをフェッチするかわりに、オブ
ジェクトを値渡しでフェッチします。

� 埋込みインスタンスは、オブジェクト表の行として格納されません。埋込みインスタン
スは、他の構造体の中に埋め込まれます。埋込みオブジェクトの例は、別のオブジェク
トの属性であるオブジェクトや、データベースの表のオブジェクト列に存在するインス
タンスなどです。埋込みインスタンスにはオブジェクト識別子がないので、OCIアプリ
ケーションで埋込みインスタンスへの REFを入手することはできません。

埋込みオブジェクトは参照不可能オブジェクトまたは値インスタンスとも呼ばれます。
埋込みオブジェクトが値と呼ばれることがありますが、それがスカラー・データ値と混
同されることはありません。文脈によりどちらの意味かわかります。

次の SQLの例で、この 2種類の永続オブジェクトの違いを説明します。

例例例例 1 スタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクトスタンドアロン・オブジェクト
CREATE TYPE person_t AS OBJECT
   (name      varchar2(30),
    age       number(3));
CREATE TABLE person_tab OF person_t;

オブジェクト表 person_tabに格納されるオブジェクトは、スタンドアロン・インスタン
スです。このオブジェクトはオブジェクト識別子を持ち、参照可能です。したがって、OCI
アプリケーションで確保できます。

例例例例 2 埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト埋込みオブジェクト
CREATE TABLE department
   (deptno     number,
    deptname   varchar2(30),
    manager    person_t);

department表の manager列に格納されるオブジェクトは、埋込みオブジェクトです。こ
のオブジェクトはオブジェクト識別子を持たず、参照不可能です。つまり、OCIアプリケー
ションで確保することはできないので、確保を解除する必要もありません。 それらは常に、
オブジェクト・キャッシュの中に値渡しで取り込まれます。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
一時オブジェクトはオブジェクト型のインスタンスです。一時オブジェクトはオブジェクト
識別子を持ち、その存続期間はインスタンス作成時にアプリケーションによって判断されま
す。また、一時オブジェクトはいつでもアプリケーションで削除できます。

アプリケーションでは、OCIObjectNew()関数を使用して一時オブジェクトを作成し、計算の
ための一時的な値を格納することがよくあります。一時オブジェクトを永続オブジェクトに
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変換することはできません。オブジェクトのロールは、インスタンス化されたときに決定さ
れます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIObjectNew()の使用方法については、10-30ページの「オブジェクトの作
成」を参照してください。

値値値値
このマニュアルでは、値は次のいずれかを意味します。

� データベースの表の非オブジェクト列に格納されるスカラー値。OCIアプリケーション
では、SQL文を発行してデータベースから値をフェッチすることができます。

� 埋込みまたは参照不可能オブジェクト。

どちらを指しているのかは文脈でわかります。

注意注意注意注意 : 参照可能オブジェクトは、確保するかわりにオブジェクト・キャッシュ内で選択
することが可能で、その場合、REFをフェッチするかわりにオブジェクトを値渡しで
フェッチします。

OCIオブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発オブジェクト・アプリケーションの開発
この項目では、基本的な OCIオブジェクト・アプリケーションの開発に伴うステップを説明
します。10-4ページの「基本的なオブジェクト・プログラム構造体」 で説明している各ス
テップについて、さらに詳しく説明しています。

次の図は、アプリケーションがオブジェクトを操作する方法について、プログラム・ロジッ
クを簡単に示します。図を簡略にするために、必要なステップの一部が省略されています。
この図にある各ステップについては、後の項で説明します。
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図図図図 10-1  基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー基本的なオブジェクト操作のフロー

Cアプリケーションでのオブジェクトの表現アプリケーションでのオブジェクトの表現アプリケーションでのオブジェクトの表現アプリケーションでのオブジェクトの表現
OCIアプリケーションでオブジェクト型を操作するには、データベースにそのオブジェクト
型が存在している必要があります。一般に、CREATE TYPEなどの SQLスキーマ定義言語
文で型を作成します。

型定義 DDLコマンドが Oracle Serverで処理されるとき、型定義は型記述子オブジェクト
（TDO）としてデータ・ディクショナリに格納されます。

アプリケーションでデータベースからオブジェクトのインスタンスを取り出す場合は、クラ
イアント側のオブジェクト表現を使用する必要があります。C言語のプログラムでは、オブ
ジェクト型の表現は structです。 OCIオブジェクト・アプリケーションには、各オブジェ
クト型構造体に対応する NULL標識構造体があります。

注意注意注意注意 : オブジェクトのキャッシュによって生成されるデフォルトの構造体以外のオブ
ジェクト表現を利用するアプリケーション・プログラマは、13-2ページの「オブジェク
ト・キャッシュおよびメモリー管理」を参照してください。

Oracle8iには、データベース・オブジェクト・タイプの C構造体表現を生成するオブジェク
ト型トランスレータ（OTT）というユーティリティがあります。たとえば、次のように宣言
した型がデータベースにあるとします。

CREATE TYPE emp_t AS OBJECT
( name       VARCHAR2(30),
  empno      NUMBER,

オブジェクトの確保� （オブジェクトをクライアント側の�
キャッシュへ移行）

キャッシュ内の�
オブジェクトの操作�

オブジェクトを�
使用済マーク�

オブジェクトの�
リフレッシュ�

変更をオブジェクト�
にフラッシュ�

オブジェクト・モード�
でOCIの初期化�
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  deptno     NUMBER,
  hiredate   DATE,
  salary     NUMBER);

OTTで次の C構造体と、対応する NULL標識構造体を生成します。

struct emp_t
{
  OCIString    * name;
  OCINumber    empno;
  OCINumber    deptno;
  OCIDate      hiredate;
  OCINumber    salary;
};
typedef struct emp_t emp_t

struct emp_t_ind
{
  OCIInd     _atomic;
  OCIInd     name;
  OCIInd     empno;
  OCIInd     deptno;
  OCIInd     hiredate;
  OCIInd     salary;
};
typedef struct emp_t_ind emp_t_ind;

この構造体宣言で使用している変数型は、OCIオブジェクト・コールで採用されている特殊
な型です。OCI関数のサブセットでは、このデータ型のデータを操作します。これらの関数
については、この章の後半に説明がある他、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・
データ型」でも詳しく述べられています。

これらの構造体の宣言は自動的に .hファイルに書き込まれます。このファイルの名前は
OTT入力パラメータで判断されます。このヘッダー・ファイルをアプリケーションのコー
ド・ファイルに組み込んで、オブジェクトにアクセスできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTの詳細は、第 14章「オブジェクト型トランスレータの使用方法」を参
照してください。

NULL標識構造体の使用方法の詳細は、10-27ページの「NULL」を参照してください。

環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化環境およびオブジェクト・キャッシュの初期化
OCIアプリケーションでオブジェクトにアクセスして操作する場合、OCIアプリケーション
の最初の OCIコールである OCIInitialize()の modeパラメータに、OCI_OBJECTの値を指定
する必要があります。modeにこの値を指定して、アプリケーションでオブジェクトを操作
することを OCIライブラリに通知します。この通知には次の重要な効果があります。
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� オブジェクト・ランタイム環境の確立

� オブジェクト・キャッシュの設定

OCIInitialize()の modeパラメータに OCI_OBJECTを設定しないと、オブジェクト関連関数
を使用しても結果はエラーになります。

クライアント側のオブジェクト・キャッシュは、プログラムのプロセス領域に割り当てられ
ます。このキャッシュは、サーバーから取り出してアプリケーションで使用できるオブジェ
クトのメモリーです。

注意注意注意注意 : OCI環境をオブジェクト・モードに初期化すると、実際にオブジェクト・コール
を使用するかどうかに関係なく、オブジェクト・キャッシュ用のメモリーを割り当てる
ことになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : この章全体を通して、オブジェクト・キャッシュについて言及しています。
オブジェクト・キャッシュの詳しい説明は、第 13章「オブジェクトのキャッシュおよ
び ナビゲーション」を参照してください。

データベース接続の実行データベース接続の実行データベース接続の実行データベース接続の実行
アプリケーションでは、OCI環境を正しく初期化した後、サーバーに接続できます。これは
標準 OCI接続コールを介して行われます。標準 OCI接続コールの詳細は 2-17ページの
「OCIプログラミング・ステップ」を参照してください。標準 OCI接続コールを使用する
と、アプリケーションでオブジェクトにアクセスするための特別な配慮は必要ありません。

OCI環境ごとに、1つのオブジェクト・キャッシュのみ割り当てられます。1つの環境内で
異なる接続を通して取出しまたは作成されたオブジェクトは、すべて同じ物理的なオブジェ
クト・キャッシュを使用します。

サーバーからのオブジェクト参照の取出しサーバーからのオブジェクト参照の取出しサーバーからのオブジェクト参照の取出しサーバーからのオブジェクト参照の取出し
アプリケーションでオブジェクトを操作するには、最初にサーバーから 1つ以上のオブジェ
クトを取り出す必要があります。取出しは、1つ以上のオブジェクトへの REFを戻す SQL
文を発行して行います。

注意注意注意注意 : SQL文によって、データベースから REFではなく埋込みオブジェクトをフェッ
チすることもできます。詳細は、10-15ページの「埋込みオブジェクトのフェッチ」を
参照してください。

次の例では、データベース内の従業員のオブジェクト表（emp_tab）から 1つの従業員オブ
ジェクトへの REFを取り出すように設計した SQL文があり、その文を格納しているテキス
ト・ブロックをアプリケーションで宣言しています。実行時に入力変数（:emp_num）とし
て特定の従業員番号を指定します。

text *selemp = (text *) "SELECT REF(e)
                          FROM emp_tab e
                          WHERE empno = :emp_num";
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アプリケーションでは、第 2章で説明したリレーショナル SQL文の操作と同じ方法でこの
文を作成し、処理します。

� OCIStmtPrepare()を使用してアプリケーション要求を準備します。

� 適切なバインド・コールを使用してホスト入力変数をバインドします。

� 従業員オブジェクト参照を受け取る出力変数を宣言し、準備します。ここでは、10-8
ページの「Cアプリケーションでのオブジェクトの表現」で宣言したような従業員オブ
ジェクト参照を使用します。

OCIRef  *emp1_ref = (OCIRef *) 0; /* reference to an employee object */

出力変数を定義するとき、定義コールのデータ型パラメータ dtyに SQLT_REF（REFの
データ型定数）を設定します。

� OCIStmtExecute()で文を実行します。

� OCIStmtFetch()を使用して結果の REFを emp1_refにフェッチします。

これで、オブジェクト参照を使用して、オブジェクトまたはデータベースからのオブジェク
トにアクセスして操作できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文の準備および実行についての一般情報は、2-17ページの「OCIプログ
ラミング・ステップ」を参照してください。REF変数のバインドおよび定義に関する特
定の情報は、5-9ページの「拡張バインド操作」および 5-20ページの「拡張定義操作」
を参照してください。

REFの取出しおよびその確保を示すコード例については、Oracleインストレーションに
付属のデモンストレーション・プログラムを参照してください。詳細は、付録 B「OCI
デモ・プログラム」を参照してください。

オブジェクトの確保オブジェクトの確保オブジェクトの確保オブジェクトの確保
フェッチを行うステップが完了すると、アプリケーションでは、オブジェクトへの REF、つ
まりポインタを取得します。この時点ではまだ実際のオブジェクトは操作できません。オブ
ジェクトを操作する前に、オブジェクトを確保する必要があります。オブジェクトの確保で
は、オブジェクト・インスタンスをオブジェクト・キャッシュにロードすることにより、必
要に応じて、インスタンスの属性へのアクセスおよび変更や、1オブジェクトからその他の
オブジェクトへの参照追跡を可能にします。さらにアプリケーションでは、変更したオブ
ジェクトをいつサーバーに書き込むか制御することもできます。

注意注意注意注意 : この項目では、一度にシングル・オブジェクトを確保する単純な操作の例を示し
ます。複合オブジェクト検索を介した複数のオブジェクトの取出しの詳細は、10-19
ページの「複合オブジェクト検索」を参照してください。

アプリケーションでオブジェクトを確保するには、関数 OCIObjectPin()をコールします。こ
の関数のパラメータで、オブジェクトの PINオプション、確保継続時間およびロック・オプ
ションを指定できます。
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次のコード例は、前の項目で取り出した従業員参照の PINオペレーションを示しています。

if (OCIObjectPin(env, err, &emp1_ref, (OCIComplexObject *) 0, 
     OCI_PIN_ANY, 
     OCI_DURATION_TRANS, 
     OCI_LOCK_X,  &emp1) != OCI_SUCCESS)
     process_error(err);

この例では、process_error()はエラー処理関数を表しています。OCIObjectPin()関数で、
OCI_SUCCESS以外の値が戻された場合、このエラー処理関数がコールされます。
OCIObjectPin()関数のパラメータは次のとおりです。

� envは環境ハンドルです。

� errは OCIエラー・ハンドルです。

� emp1_refは、SQLによって取り出された参照です。

� （OCIComplexObject *）0は、この PINオペレーションで複合オブジェクト検索を行
わないことを示します。

� OCI_PIN_ANYは PINオプションです。詳細は、13-6ページ の「オブジェクト・コピー
の確保」を参照してください。

� OCI_DURATION_TRANSは確保継続時間です。詳細は、13-13ページの「オブジェクト
継続時間」を参照してください。

� OCI_LOCK_Xはロック・オプションです。詳細は、13-12ページの「更新するためのオ
ブジェクトのロック」を参照してください。

� emp1は出力パラメータで、確保したオブジェクトへのポインタを戻します。

これでオブジェクトが確保され、OCIアプリケーションでは、そのオブジェクトを変更でき
ます。この単純な例では、オブジェクトは他のオブジェクトへの参照を含んでいません。イ
ンスタンスからインスタンスへのナビゲーション例は、13-17ページの「単純なオブジェク
ト・ナビゲーション」を参照してください。

配列確保配列確保配列確保配列確保
OCIアプリケーションでは、OCIObjectArrayPin()をコールすることによって、参照の配列に
対してオブジェクトの配列を確保できます。参照は、異なる種類のオブジェクトを指すこと
ができます。

オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作オブジェクト属性の操作
これでオブジェクトが確保され、OCIアプリケーションでは、その属性を変更できます。
OCIには、オブジェクト型構造体のデータ型を操作する一連の関数である、OCIデータ型
マッピングおよび操作関数があります。
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注意注意注意注意 : オブジェクト・キャッシュで確保したオブジェクトに対する変更は、オブジェク
トのコピー（インスタンス）にのみ影響し、データベースにある元のオブジェクトには
影響しません。アプリケーションで行った変更をデータベースに反映するには、変更内
容をサーバーにフラッシュまたはコミットする必要があります。詳細は、10-14ページ
の「オブジェクトのマークおよび変更のフラッシュ」を参照してください。

たとえば、従業員給与を増額できるよう前項で従業員オブジェクトを確保したとします。ま
た、この会社では、入社して 180日間未満の従業員には、年間昇給率が案分比例されるとし
ます。

この例の場合、従業員の入社日にアクセスし、現行の日付の 180日前より前か後をチェック
する必要があります。その計算を基盤として、従業員の給与を $5000（180日より前）また
は $3000（180日より後）分増額します。次のページのコード例では、このプロセスを示し
ています。

データ型マッピングおよび操作関数で操作できるのは特定のいくつかのデータ型であり、int
型などのその他の型は、適切な OCI型に変換しなければ計算で使用できないことに注意して
ください。

/* assume that sysdate has been fetched into sys_date, a string. */
/* emp1 and emp1_ref are the same as in previous sections. */
/* err is the OCI error handle. */
/* NOTE: error handling code is not included in this example. */

sb4 num_days;        /* the number of days between today and hiredate */
OCIDate curr_date;          /* holds the current date for calculations */
int raise;   /* holds the employee's raise amount before calculations */
OCINumber raise_num;       /* holds employee's raise for calculations */
OCINumber new_sal;                 /* holds the employee's new salary */

/* convert date string to an OCIDate */
OCIDateFromText(err, (text *) sys_date, (ub4) strlen(sys_date), (text *) 
          NULL, (ub1) 0, (text *) NULL, (ub4) 0, &curr_date);

  /* get number of days between hire date and today */
OCIDateDaysBetween(err, &curr_date, &emp1->hiredate, &num_days);

/* calculate raise based on number of days since hiredate */
if num_days > 180
    raise = 5000
else
    raise = 3000;

/* convert raise value to an OCINumber */
OCINumberFromInt(err, (dvoid *)&raise, (uword)sizeof(raise),      
                 OCI_NUMBER_SIGNED, &raise_num);

/* add raise amount to salary */
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OCINumberAdd(err, &raise_num, &emp1->salary, &new_sal);
OCINumberAssign(err, &new_sal, &emp1->salary);

この例は、値をパラメータとして OCIデータ型マッピングおよび操作関数に渡す前に、どの
ように OCIデータ型（OCIDateや OCINumberなど）に変換するかを示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIデータ型、データ型マッピングおよび操作関数の詳細は、第 11章「オ
ブジェクト・リレーショナル・データ型」を参照してください。

オブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュオブジェクトのマークおよび変更のフラッシュ
前の項の例では、オブジェクト・インスタンスの属性を変更しました。ただし、この時点で
は変更はクライアント側のオブジェクト・キャッシュにのみ存在しています。変更をデータ
ベースに確実に書き込むために、アプリケーションで特定のステップを実行する必要があり
ます。

最初のステップでは、オブジェクトが変更されたことを示します。これは、
OCIObjectMarkUpdate()関数を使用して行います。この関数は、オブジェクトに使用済（変
更あり）とマークします。

使用済フラグが設定されているオブジェクトは、変更をデータベースに記録するために、
サーバーにフラッシュする必要があります。次の 3つの方法でこれを実行します。

� 単一の使用済オブジェクトは、OCIObjectFlush()をコールしてフラッシュします。

� OCICacheFlush()を使用して、キャッシュ全体をフラッシュします。この場合、OCIは
キャッシュで管理されている使用済リストを横断して、使用済オブジェクトをサーバー
にフラッシュします。

� OCITransCommit()をコールして、トランザクションをコミットします。この方法でも、
使用済リストを横断してオブジェクトをサーバーにフラッシュします。

フラッシュ操作は、キャッシュの永続オブジェクトのみに作用します。一時オブジェクトは
サーバーにフラッシュされません。

オブジェクトをサーバーにフラッシュすることで、データベースのトリガーをアクティブに
することができます。実際、アプリケーションでオブジェクトを明示的にフラッシュし、
サーバー側のトリガーを起動することが必要な場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCITransCommit()の詳細は、8-2ページの「トランザクション」を参照して
ください。

一時オブジェクトおよび永続オブジェクトの詳細は、10-30ページの「オブジェクトの
作成」を参照してください。

使用済など、オブジェクトのメタ属性の照会およびチェックの詳細は、10-16ページの
「オブジェクトのメタ属性」を参照してください。
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埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ埋込みオブジェクトのフェッチ
使用しているアプリケーションで、埋込みオブジェクト・インスタンス（オブジェクト表で
なく、通常の表の列に格納されたオブジェクト）をフェッチする必要がある場合、10-10
ページの「サーバーからのオブジェクト参照の取出し」で説明する REF検索機能は使用でき
ません。埋込みインスタンスにはオブジェクト識別子がないので、埋込みインスタンスへの
REFは入手できません。これは埋込みインスタンスがオブジェクト・ナビゲーションの基礎
として機能しないことを意味します。しかし、アプリケーションで埋込みインスタンスを
フェッチすることが必要な状況は数多くあります。

たとえば、address型が作成されたとします。

CREATE TYPE address AS OBJECT
( street1             varchar2(50),
  street2             varchar2(50),
  city                varchar2(30),
  state               char(2),
  zip                 number(5))

その型を、他の表で列のデータ型として使用することができます。

CREATE TABLE clients
( name          varchar2(40),
  addr          address)

OCIアプリケーションで次の SQL文を発行します。

SELECT addr FROM clients
WHERE name='BEAR BYTE DATA MANAGEMENT'

この文は、clients表の埋込みオブジェクト addressを戻します。アプリケーションで
は、このオブジェクトの属性値を別の処理で使用できます。

アプリケーションでは、第 2章で説明したリレーショナル SQL文の操作と同じ方法でこの
文を作成し、処理します。

� OCIStmtPrepare()を使用してアプリケーション要求を準備します。

� 適切なバインド・コールを使用して入力変数をバインドします。

� addressインスタンスを受け取る出力変数を定義します。10-8ページの「Cアプリケー
ションでのオブジェクトの表現」で説明するとおり、OTTで生成されたオブジェクト型
の C構造体表現を使用します。

addr1      *address; /* variable of the address struct type */

出力変数を定義するときは、定義コールのデータ型パラメータ dtyに、SQLT_NTY（名
前付きデータ型のデータ定義定数）を設定する必要があります。

� OCIStmtExecute()で文を実行します。
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� OCIStmtFetch()を使用して結果のインスタンスを addr1にフェッチします。

10-12ページの「オブジェクト属性の操作」で説明しているように、インスタンスの属性に
アクセスするか、またはインスタンスを別の SQL文の入力パラメータとして渡すことがで
きます。

注意注意注意注意 : 埋込みインスタンスに行う変更は、SQL UPDATE文を実行する場合のみ永続的
にすることができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文の準備および実行の詳細は、2-17ページの「OCIプログラミング・ス
テップ」を参照してください。

オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性オブジェクトのメタ属性
オブジェクトのメタ属性には、アプリケーションまたはオブジェクト・キャッシュに対し
て、オブジェクトの状態に関する情報を与えるフラグの役割があります。たとえば、オブ
ジェクトのメタ属性の 1つとして、オブジェクトがサーバーにフラッシュ済かどうかを示す
属性があります。これは、アプリケーションでインスタンスの動作を制御するのに役立ちま
す。

永続オブジェクトのインスタンスと一時オブジェクトのインスタンスには、それぞれ異なる
メタ属性があります。永続オブジェクトのメタ属性は、さらに永続メタ属性と一時メタ属性
に分かれます。一時メタ属性は、インスタンスがメモリー内にあるときにのみ存在します。
永続メタ属性は、サーバーに格納されているオブジェクトにも適用されます。

永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性
次の表は、スタンドアロン永続オブジェクトのメタ属性を示しています。

注意注意注意注意 : 埋込み永続オブジェクトの属性は、一時属性である NULL と 割当て時間のみで
す。

永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性永続オブジェクトのメタ属性 意味意味意味意味

既存 オブジェクトが存在しているか

NULL インスタンスの NULL情報

ロック オブジェクトはロックされているか

使用済 オブジェクトが使用済とマークされているか

一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性

確保済 オブジェクトは確保済か

割当て時間 13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照

確保継続時間 13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照
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OCIは、アプリケーションでオブジェクトのあらゆる属性のステータスをチェックできる
OCIObjectGetProperty()機能を提供します。関数の構文は次のとおりです。

sword OCIObjectGetProperty ( OCIEnv              *envh, 
                             OCIError            *errh, 
                             CONST dvoid         *obj, 
                             OCIObjectPropId     propertyId,
                             dvoid               *property, 
                             ub4                 *size );

propertyIdおよび propertyパラメータは、あらゆるプロパティまたは属性に関する情報の取
出しに使用されます。

異なるプロパティ IDと対応するプロパティ引数の型は、以下のとおりです。詳細は、16-39
ページの OCIObjectGetTypeRef()の説明を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_LIFETIME
与えられたオブジェクトが永続オブジェクト、一時オブジェクトまたはインスタンス値のど
れかを識別します。 プロパティ引数は、OCIObjectLifetime型の変数を指すポインタである
必要があります。可能な値は次のとおりです。

� OCI_OBJECT_PERSISTENT

� OCI_OBJECT_TRANSIENT

� OCI_OBJECT_VALUE

OCI_OBJECTPROP_SCHEMA
これでオブジェクトが存在する表のスキーマ名を戻します。与えられたオブジェクトが、一
時的なインスタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻されます。入力バッファにス
キーマ名を保持できるスペースがない場合、エラーが戻され、エラー・メッセージに必要な
サイズが表示されます。成功すると、戻されたスキーマ名のサイズが sizeを通じてバイト数
で戻されます。 プロパティ引数は型 textの配列で、sizeはバイトによる要求ごとの配列のサ
イズに設定する必要があります。

OCI_OBJECTPROP_TABLE
これでオブジェクトが存在する表名を戻します。与えられたオブジェクトが、一時的なイン
スタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻されます。入力バッファに表名を保持で
きるスペースがない場合、エラーが戻され、エラー・メッセージに必要なサイズが表示され
ます。成功すると、戻された表名のサイズが sizeを通じてバイト数で戻されます。プロパ
ティ引数は型 textの配列で、sizeはバイトによる要求ごとの配列のサイズに設定する必要が
あります。 

OCI_OBJECTPROP_PIN_DURATION
これでオブジェクトの確保継続時間を戻します。与えられたオブジェクトが値インスタンス
をポイントする場合、エラーが戻されます。  プロパティ引数は、OCIDuration 型の変数を
指すポインタである必要があります。有効値には次があります。
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� OCI_DURATION_SESSION

� OCI_DURATION_TRANS

継続時間については、13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_ALLOC_DURATION
これでオブジェクトの割当て時間を戻します。 プロパティ引数は、OCIDuration型の変数を
指すポインタである必要があります。有効値には次があります。

� OCI_DURATION_SESSION

� OCI_DURATION_TRANS

継続時間については、13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_LOCK
これでオブジェクトのロック状況を戻します。可能なロック状況は、OCILockOptで計数値
です。与えられたオブジェクトが、一時的なまたは値インスタンスをポイントする場合、エ
ラーが戻されます。プロパティ引数は、OCILockOpt型の変数を指すポインタである必要が
あります。オブジェクトのロック状況も、OCIObjectIsLocked()を要求して取り出せます。

OCI_OBJECTPROP_MARKSTATUS
これで使用状況を戻し、オブジェクトが新規オブジェクト、更新されたオブジェクトまたは
削除済オブジェクトのどれかを示します。与えられたオブジェクトが、一時的なまたは値イ
ンスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。 プロパティ引数は、
OCIObjectMarkStatus型である必要があります。有効な値は次のようなものです。

� OCI_OBJECT_NEW

� OCI_OBJECT_DELETED

� OCI_OBJECT_UPDATED

オブジェクトのマーク状況のテストに、次のマクロを使用できます。

� OCI_OBJECT_IS_UPDATED (flag)

� OCI_OBJECT_IS_DELETED (flag)

� OCI_OBJECT_IS_NEW (flag)

� OCI_OBJECT_IS_DIRTY (flag)

OCI_OBJECTPROP_VIEW
指定するオブジェクトがビュー・オブジェクトかどうかを識別します。戻されるプロパティ
値が TRUEの場合、オブジェクトがビューであることを示します。与えられたオブジェクト
が、一時的なまたは値インスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。プロパティ
引数は、ブール型である必要があります。
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その他の属性関数その他の属性関数その他の属性関数その他の属性関数
次の表に示すように、OCIには、アプリケーションでこれらの属性を直接的または間接的に
設定あるいはチェックできるルーチンが提供されています。

一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性一時オブジェクトのメタ属性
一時オブジェクトには次の一時属性があります。一時オブジェクトに永続属性はありませ
ん。

複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索複合オブジェクト検索
ここまでの例は、一度に 1つのインスタンスのみのフェッチまたは確保を行う例でした。そ
の場合、オブジェクトを取り出すためのサーバー・ラウンドトリップが、PINオペレーショ
ンごとに別個に発生します。

オブジェクト指向アプリケーションでは、相互に関連したオブジェクトの集合として問題を
モデル化することがよくあります。それらのオブジェクトは、オブジェクトのグラフを形成
します。アプリケーションでは、初期のオブジェクトの集合の一部を起動してオブジェクト
を処理し、それら初期のオブジェクトの参照を使用して残りのオブジェクトを横断します。
クライアント /サーバー設定では、横断のたびにオブジェクトをフェッチするためのネット
ワーク・ラウンドトリップが発生し、非効率的です。

アプリケーションでオブジェクトを処理するとき、複合オブジェクト検索（COR）を行うと
パフォーマンスが向上します。これはプリフェッチ・メカニズムであり、アプリケーション

メタ属性メタ属性メタ属性メタ属性 設定に使用する関数設定に使用する関数設定に使用する関数設定に使用する関数 チェックに使用する関数チェックに使用する関数チェックに使用する関数チェックに使用する関数

NULL <なし > OCIObjectGetInd()

存在 <なし > OCIObjectExists()

ロック OCIObjectLock() OCIObjectIsLocked()

使用済 OCIObjectMark() OCIObjectIsDirty()

一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性一時メタ属性 意味意味意味意味

既存 オブジェクトが存在しているか

確保済 オブジェクトはアプリケーションによってアクセスされる
か

使用済 オブジェクトが「使用済」とマークされているか

NULL インスタンスの NULL情報

割当て時間 13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照

確保継続時間 13-13ページの「オブジェクト継続時間」を参照
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では、このメカニズムを使用して、リンクされた一連のオブジェクトを 1回の操作で取り出
すための基準を指定します。

注意注意注意注意 : 次に説明しますが、事前にフェッチされたオブジェクトがすべて確保されている
とは限りません。それらはオブジェクト・キャッシュ内にフェッチされるため、後続の
確保コールはローカル操作で行われます。

複合オブジェクトは、ルート・オブジェクトと、指定のネスト・レベルに基づいてそれぞれ
プリフェッチされる一連のオブジェクトで構成される、論理的に関連したオブジェクトの集
合です。ルート・オブジェクトは、明示的にフェッチまたは確保されます。ネスト・レベル
は、複合オブジェクトのルート・オブジェクトから指定のプリフェッチ・オブジェクトまで
最短で横断した場合の参照の数です。

アプリケーションで複合オブジェクトを指定するときは、複合オブジェクトの内容と境界を
記述します。複合オブジェクトのフェッチは、環境のプリフェッチ制限、およびオブジェク
ト・キャッシュ内の使用可能なメモリーの量によって制約されます。

注意注意注意注意 : CORは、パフォーマンスを改善するのみであり、機能性を追加するものではない
ので、使用しないことも可能です。

例として、次の型宣言があるとします。

CREATE TYPE customer(...);
CREATE TYPE line_item(...);
CREATE TYPE line_item_varray as VARRAY(100) of REF line_item;
CREATE TYPE purchase_order AS OBJECT
( po_number         NUMBER,
  cust              REF customer,
  related_orders    REF purchase_order,
  line_items        line_item_varray)

purchase_order型は、スカラー値 po_number、明細項目の VARRAYおよび 2つの参照
を含みます。1つは customer型への参照、もう 1つは purchase_order型への参照であ
り、この型がリンク済リストとしてインプリメントされることを示しています。

複合オブジェクトをフェッチする場合は、アプリケーションで次の指定をする必要がありま
す。

1. 目的のルート・オブジェクトへの REF。

2. 複合オブジェクトの境界を指定するための 1組以上の型およびネストの情報。タイプ情
報は CORでたどる REF属性を指示し、ネスト・レベルはリンクをたどるレベル数を指
示します。

前述の購入オーダー・オブジェクトの場合は、アプリケーションで次の指定をする必要があ
ります。

1. ルート購入オーダー・オブジェクトへの REF。

2. cust、related_ordersまたは line_itemsについての一組以上の型およびネスト
の情報。
10-20 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



OCIオブジェクト・アプリケーションの開発
購入オーダーをフェッチするアプリケーションでは、購入オーダーを出した顧客の情報にア
クセスすることも十分考えられます。単純なナビゲーションでは、2つのオブジェクトを
フェッチするためにサーバーに 2回アクセスすることが必要です。複合オブジェクト検索に
よって、購入オーダーを確保するときに顧客をプリフェッチできます。この場合、複合オブ
ジェクトは、購入オーダーのオブジェクトと参照する顧客のオブジェクトから成り立ちま
す。

前の例では、アプリケーションは REFに purchase_orderを指定し、REF属性 custをネ
スト・レベル 1までたどるように指示します。

1. REF(PO object)

2. {(customer, 1)}

アプリケーションで、purchase_orderオブジェクトと、オブジェクト・グラフに含まれ
るすべてのオブジェクトをプリフェッチする必要がある場合、custおよび
related_ordersは両方とも、最大のネスト・レベルまでたどるようにアプリケーション
で指示します。

1. REF(PO object)

2. {(customer, UB4MAXVAL), (purchase_order, UB4MAXVAL)}

UB4MAXVALは、ルート・オブジェクトから参照を通して到達できる指定の型のオブジェク
トすべてのプリフェッチを指定します。

アプリケーションで、POおよび関連する明細項目すべてをフェッチする場合は、次の指定
をします。

1. REF(PO object)

2. {(line_item, 1)}

アプリケーションでは、REFを通して特定の深さまで到達できる（推移閉包）オブジェクト
すべてをフェッチすることも選択できます。そのためには、目的の深さをレベル・パラメー
タとして設定する必要があります。前述の 2つの例では、それぞれアプリケーションで（PO 
object REF, UB4MAXVAL）と（PO object REF, 1)を指定して、必要なオブジェクト
をプリフェッチすることもできます。そうした場合は多数のフェッチが余計に発生します
が、指定が非常に簡単であり、サーバー・ラウンドトリップが 1回のみで済みます。

オブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチオブジェクトのプリフェッチ
複合オブジェクトを指定してフェッチした後に行う、複合オブジェクトに含まれるオブジェ
クトのフェッチでは、ネットワーク・ラウンドトリップは発生しません。これは、オブジェ
クトがすでにプリフェッチ済であり、オブジェクト・キャッシュ内にあるためです。プリ
フェッチするオブジェクトが多すぎると、オブジェクト・キャッシュがあふれることがある
ので注意が必要です。オブジェクト・キャッシュがあふれると、アプリケーションですでに
確保している他のオブジェクトがキャッシュから押し出され、パフォーマンスの改善ではな
く逆に低下につながることがあります。
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注意注意注意注意 :  プリフェッチ済のオブジェクトをすべて保持するだけのメモリーがキャッシュに
ない場合は、オブジェクトの一部がプリフェッチされない場合があります。アプリケー
ションでは、後でそれらのオブジェクトにアクセスするとき、ネットワーク・ラウンド
トリップが発生します。

すべてのプリフェッチ・オブジェクトに対して、SELECT権限が必要です。複合オブジェク
ト内のオブジェクトに対する SELECT権限がアプリケーションにない場合、そのオブジェク
トはフェッチできません。 

OCIでの複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現での複合オブジェクト検索の実現
複合オブジェクト（COR）の場合、アプリケーションでルート・オブジェクトをフェッチす
るときに複合オブジェクトのプリフェッチができます。単純オブジェクトに対して使用する
のと同じ OCIObjectPin()関数に、複合オブジェクト指定を渡します。

アプリケーションで、複合オブジェクト検索ハンドルを使用して、複合オブジェクト検索の
パラメータを指定します。このハンドルは、OCIComplexObject型であり、その他の OCI
ハンドルと同じ方法で割り当てます。

複合オブジェクト検索ハンドルの内容は、複合オブジェクト検索記述子のリストです。複合
オブジェクト検索記述子は、OCIComplexObjectComp型であり、その他の OCI記述子と
同じ方法で割り当てます。

各 COR記述子には、REF型とネスト・レベルが含まれています。REF型では、複合オブ
ジェクトを組み立てるときにたどる参照の型を指定します。ネスト・レベルで、特定の型の
参照をどこまでたどるかを指定します。ネスト・レベルの最大値には、整数値または定数
UB4MAXVALを指定します。

アプリケーションでは、タイプ・パラメータとネスト・レベル・パラメータの COR記述子
を作成しないで、CORハンドルにネスト・レベルを指定することもできます。この場合、
すべての REFについて、CORハンドルに指定されたネスト・レベルまでたどります。また、
要求があったときに個別にコレクション属性がフェッチされる（アウト・ライン）かどうか
も、CORハンドルで指定できます。デフォルトでは、コレクション属性は、それを含むオ
ブジェクトとともにフェッチされます（インライン）。 

アプリケーションで CORハンドルの属性を設定するには、OCIAttrSet()を使用します。次
の属性があります。

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_LEVEL - ネスト・レベル

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_COLL_OUTOFLINE - オブジェクト型のコレクション
属性をアウト・ラインでフェッチ

アプリケーションで、OCIDescriptorAlloc()を使用して COR記述子を割り当て、次の属性を
設定できます。

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE - REF型

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_LEVEL - 前述の型の参照に使用するネスト・レ
ベル
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これらの属性を設定すると、アプリケーションでは OCIParamSet()をコールして記述子を複
合オブジェクト検索ハンドルに設定します。ハンドルにはハンドルの記述子の数を指定する
OCI_ATTR_PARAM_COUNT属性があります。この属性は OCIAttrGet()で読み込めます。

ハンドルに記述子を挿入した後、ハンドルを OCIObjectPin()コールに渡してルート・オブ
ジェクトを確保し、複合オブジェクトの残りのオブジェクトのプリフェッチを行います。

複合オブジェクト検索ハンドルと記述子は、必要がなくなったとき、明示的に解放する必要
があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ハンドルおよび記述子の詳細は、2-6ページの「ハンドル」および 2-14ペー
ジの「記述子」を参照してください。

CORプリフェッチプリフェッチプリフェッチプリフェッチ
アプリケーションでは、ルート・オブジェクトのフェッチ時に複合オブジェクトを指定しま
す。プリフェッチ・オブジェクトは、指定のルート・オブジェクトを基点とするオブジェク
トのグラフに対して、幅優先横断を実行することによって取得されます。横断は、必要なオ
ブジェクトがすべてプリフェッチされたとき、またはプリフェッチ済オブジェクトの合計サ
イズがプリフェッチ制限を超えたときに停止します。

CORインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
複合オブジェクトをフェッチするためのインタフェースは、OCI確保インタフェースです。
アプリケーションは、初期化済の CORハンドルを OCIObjectPin()に（またはハンドルの配
列を OCIObjectArrayPin()に）渡して、ルート・オブジェクト、および CORハンドルで指定
したプリフェッチ・オブジェクトをフェッチすることができます。

sword OCIObjectPin ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     OCIRef              *object_ref,
                     OCIComplexObject    *corhdl,
                     OCIPinOpt           pin_option, 
                     OCIDuration         pin_duration, 
                     OCILockOpt          lock_option,
                     dvoid               **object );

sword OCIObjectArrayPin ( OCIEnv            *env, 
                          OCIError          *err, 
                          OCIRef            **ref_array, 
                          ub4               array_size,
                          OCIComplexObject  **cor_array,
                          ub4               cor_array_size, 
                          OCIPinOpt         pin_option, 
                          OCIDuration       pin_duration,
                          OCILockOpt        lock, 
                          dvoid             **obj_array,
                          ub4               *pos );
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CORの使用時には、次の点について留意してください。

1. NULLの CORハンドル引数は、デフォルトでルート・オブジェクトのみを確保します。

2. ルート・オブジェクト型でネスト・レベル 0の CORハンドルは、ルート・オブジェク
トのみをフェッチします。つまり、NULLの CORハンドルに相当します。

3. ロック・オプションは、ルート・オブジェクトのみに適用されます。 

注意注意注意注意 :  プリフェッチ・オブジェクトのロック・オプションを指定するために、アプリ
ケーションでは配列インタフェース（OCIObjectArrayPin()）を使用して、複合オブジェ
クト内のオブジェクトすべてにアクセスし、REFの配列を作成し、個別のラウンドト
リップで複合オブジェクト全体をロックできます。

CORの例の例の例の例
次の例では、複合オブジェクト検索を行うためにアプリケーション・プログラムを修正する
方法を詳しく説明します。

発注情報とそれに関連した明細項目を表示するアプリケーションを考えてみます。太字の
コードでこの処理を実行します。残りのコードでは、プリフェッチの複合オブジェクト検索
を使用するため、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

OCIEnv *envhp;
OCIError *errhp;
OCIRef *liref;
OCIRef *poref;
OCIIter *itr;
boolean  eoc;
purchase_order *po = (purchase_order *)0;
line_item *li = (line_item *)0;
OCISvcCtx *svchp;
OCIComplexObject *corhp;
OCIComplexObjectComp *cordp;
OCIType *litdo;
ub4 level = 0; 

/* get COR Handle */
OCIHandleAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &corhp, (ub4) 
                OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT, 0, (dvoid **)0); 

/* get COR descriptor for type line_item */
OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &cordp, (ub4) 
                OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 0, (dvoid **) 0); 

/* get type of line_item to set in COR descriptor */
OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (const text *) 0, (ub4) 0, 
                const text *) "LINE_ITEM", (ub4) strlen((const char *) 
10-24 Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



OCIオブジェクト・アプリケーションの開発
                "LINE_ITEM"), OCI_DURATION_SESSION, &litdo);

/* set line_item type in COR descriptor */
OCIAttrSet( (dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 
                dvoid *) litdo, (ub4) sizeof(dvoid *), (ub4) 
               OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE, (OCIError *) errhp);
level = 1;

/* set depth level for line_item_varray in COR descriptor */
OCIAttrSet( (dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP,
             (dvoid *) &level, (ub4) sizeof(ub4), (ub4) 
            OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE_LEVEL, (OCIError *) errhp);

/* put COR descriptor in COR handle */
OCIParamSet(corhp, OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT, &errhp, cordp, 
                OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP, 1);

/* pin the purchase order */
OCIObjectPin(envhp, errhp, poref, corhp, OCI_PIN_LATEST, 
                  OCI_REFRESH_LOADED, OCI_DURATION_SESSION, 
                  OCI_LOCK_NONE, (ub2) 1, (dvoid **)&po)

/* free COR descriptor and COR handle */
OCIDescriptorFree((dvoid *) cordp, (ub4) OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP);
OCIHandleFree((dvoid *) corhp, (ub4) OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT);

/* iterate and print line items for this purchase order */
OCIIterCreate(envhp, errhp, po.line_items, &itr);

/* get first line item */
OCIIterNext(envhp, errhp, itr, &liref, (dvoid **)0, &eoc);
while (!eoc)        /* not end of collection */
{
/* pin line item */
 OCIObjectPin(envhp, errhp, liref, (dvoid *)0, OCI_PIN_RECENT, 
                     OCI_REFRESH_LOADED, OCI_DURATION_SESSION, 
                    OCI_LOCK_NONE, (ub2) 1, (dvoid **)&li);
  display_line_item(li);

/* get next line item */
OCIIterNext(envhp, errhp, itr, &liref, (dvoid **)0, &eoc);
}
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OCIとととと SQLのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセスのオブジェクトへのアクセス
アプリケーションでオブジェクト（オブジェクト参照を介して相互に関連）のグラフを操作
する必要がある場合は、オブジェクトへのアクセスに、SQLインタフェースよりも OCIイ
ンタフェースを使用する方が効率的です。SQLインタフェースを使用してオブジェクトのグ
ラフを取り出すためには、複数の SELECT文の実行、つまり、複数のネットワーク・ラウン
ドトリップが必要になる場合があります。OCIによって提供される複合オブジェクト検索機
能を使用すると、アプリケーションは 1つの OCIObjectPin()コール内で複数のオブジェクト
のグラフを取り出せます。 

アプリケーションでオブジェクトのグラフを取り出し、それをユーザーとの対話を基に変更
して、その変更をデータベース内に持続させる場合の更新について考えてみます。SQLイン
タフェースを使用すると、アプリケーションではオブジェクトのグラフを更新するために複
数の UPDATE文を実行する必要があります。新しいオブジェクトの作成と既存のオブジェ
クトの削除が変更に含まれている場合は、対応する INSERT文および DELETE文も実行す
る必要があります。さらにアプリケーションでは、表名の変更状況など、INSERT文、
UPDATE文または DELETE文の実行に必要な、さらに多くの情報を記録する必要がありま
す。 

OCIの OCICacheFlush()関数を使用すると、アプリケーションですべての変更（オブジェク
トの挿入、削除および更新）を単一の操作でフラッシュできます。OCIではすべてが記録さ
れるので、アプリケーション側のコーディングが少なくて済みます。このように、オブジェ
クトのグラフの操作に OCIを使用すると、効率的なだけでなく使用しやすいインタフェース
が提供されます。 

アプリケーションで、REFを使用してオブジェクトをフェッチする必要がある場合を考えて
みます。OCIでこの処理を行うには、OCIObjectPin()コールによってオブジェクトを確保し
ます。SQLインタフェースでは、SELECT文内の REFを間接参照すること（SELECT 
DEREF(ref) from tbl;）によって行います。同じ REF（同じオブジェクトへの参照）が
トランザクション内で複数回間接参照されるような状況について考えてみます。
OCI_PIN_RECENTオプションとともに OCIObjectPin()をコールすると、トランザクション
に対してオブジェクトがサーバーから 1度のみフェッチされ、同じ REFで確保が繰り返し行
われる結果、すでにキャッシュ内に確保されたオブジェクトへのポインタが戻されます。
SQLインタフェースの場合は、SELECT DEREF...文の実行のたびにサーバーからオブジェク
トがフェッチされるため、サーバーへの数回のラウンドトリップが行われ、同じオブジェク
トが複数コピーされる結果となります。 

最後に、アプリケーションで、参照不可能なオブジェクトをフェッチする必要がある場合に
ついて考えてみます。たとえば、次のとおりです。

CREATE TABLE department 
( 
deptno number, 
deptname varchar2(30), 
manager employee_t 
); 
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employee_t manager列に格納されたインスタンスは、参照不可能です。manager列イン
スタンスをフェッチするには、SQLインタフェースのみが使用できます。しかし、
employee_tに REF属性がある場合は、OCIコールを使用して REFをナビゲートできま
す。 

確保カウントおよび確保カウントおよび確保カウントおよび確保カウントおよび PIN解除解除解除解除
オブジェクト・キャッシュ内の各オブジェクトには、確保カウントが関連付けられていま
す。本来、確保カウントはオブジェクトに並行アクセスするコード・モジュールの数を表し
ます。オブジェクトを初めてキャッシュに確保したときに、確保カウントを 1に設定しま
す。複合オブジェクト検索でプリフェッチ・オブジェクトをオブジェクト・キャッシュに入
れた時点では、オブジェクトの確保カウントは 0（ゼロ）です。

すでに確保されているオブジェクトを確保することができます。そうすると、確保カウント
が 1増えます。プロセスでオブジェクトの使用が終了したとき、OCIObjectUnpin()を使用し
て PIN解除を行う必要があります。このコールによって確保カウントが 1減ります。

オブジェクトの確保カウントが 0（ゼロ）になった場合、必要があればオブジェクトを
キャッシュから出し、オブジェクトが占めているメモリー領域を解放できます。

オブジェクトの確保カウントは、OCIObjectPinCountReset()をコールして、明示的に 0（ゼ
ロ）に設定できます。

アプリケーションでは OCICacheUnpin()をコールして、キャッシュ内にある特定の接続に関
連した全オブジェクトを PIN解除できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 確保カウントが 0（ゼロ）のオブジェクトがキャッシュから削除される条件
については、13-8ページの「オブジェクト・コピーの解放」を参照してください。

オブジェクトまたはキャッシュ全体の明示的なフラッシュについては、10-14ページの
「オブジェクトのマークおよび変更のフラッシュ」を参照してください。

キャッシュからエージ・アウトされるオブジェクトについては、13-8ページの「オブ
ジェクト・コピーの解放」を参照してください。

NULL
データベース表で、行の中に値のない列がある場合、その列は NULL、または NULLを含
むと呼ばれます。 オブジェクトには、次の 2種類の NULLが適用できます。

� オブジェクトの属性はすべて、NULL値を持つことができます。これはオブジェクトの
属性の値が不明であることを意味します。

� オブジェクトのインスタンスは、アトミック NULLにできます。これはオブジェクト全
体の値が不明なことを意味します。

アトミック NULLとは、オブジェクトが存在しないということではありません。 アトミック
NULLのインスタンスは値が不明なだけで、存在しています。つまり、データを持たないオ
ブジェクトとして考えることができます。
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OCIでオブジェクトを操作する場合は、アプリケーションで使用する各オブジェクト型の
NULL標識構造体を定義できます。 通常そのために必要なのは、OTTで生成した NULL標
識構造体を構造体宣言とともに組み込むことのみです。 OTTの出力ヘッダー・ファイルを組
み込むと、アプリケーションで NULL標識構造体を使用できるようになります。

各型に対する NULL標識構造体の内容は、アトミックNULL標識（OCIInd型型型型）とインス
タンスの各属性の NULL標識です。 型にオブジェクト属性がある場合、NULL標識構造体に
はその属性の NULL標識構造体が含まれます。 次の例は、対応する NULL標識構造体を使
用した C言語の表現を示しています。

struct address
{
   OCINumber    no;
   OCIString    *street; 
   OCIString    *state;
   OCIString    *zip;
};
typedef struct address address;

struct address_ind
{
  OCIInd    _atomic;
  OCIInd    no;
  OCIInd    street;
  OCIInd    state;
  OCIInd    zip;
};
typedef struct address_ind address_ind;
    

struct person 
{
   OCIString      *fname;
   OCIString      *lname;
   OCINumber      age;
   OCIDate        birthday;
   OCIArray       *dependentsAge;
   OCITable       *prevAddr;
   OCIRaw         *comment1;
   OCILobLocator  *comment2;
   address        addr;
   OCIRef         *spouse;
};
typedef struct person person;
    
struct person_ind
{
  OCIInd        _atomic;
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  OCIInd        fname;
  OCIInd        lname;
  OCIInd        age;
  OCIInd        birthday;
  OCIInd        dependentsAge;
  OCIInd        prevAddr;
  OCIInd        comment1;
  OCIInd        comment2;
  address_ind   addr;
  OCIInd        spouse;
};
typedef struct person_ind person_ind;

注意注意注意注意 :  person_indの dependentsAgeフィールドは、VARRAY（personの配列
dependentsAgeフィールド）全体がアトミック NULLかどうかを示します。
dependentsAgeフィールドの個々の要素の NULL情報は、OCICollGetElem()のコール
の elemindパラメータを通して取り出せます。 同様に、person_indの prevAddr
フィールドは、NESTED TABLE（personの prevAddrフィールド）全体がアトミッ
ク NULLかどうかを示します。prevAddrフィールドの個々の要素の NULL情報は、
OCICollGetElem()のコールの elemindパラメータを通して取り出せます。 

オブジェクト型インスタンスでは、NULL標識構造体の最初のフィールドがアトミック
NULL標識で、残りのフィールドはレイアウトがオブジェクト型インスタンスの属性に似て
いる属性 NULL標識です。 

アプリケーションでは、アトミック NULL標識の値をチェックすることで、インスタンスが
アトミック NULLかどうかをテストできます。また、その他のインスタンスをチェックする
ことで、次のコード例で示すように、アプリケーションでその属性の NULL状態をテストで
きます。

person_ind *my_person_ind
if ( my_person_ind -> _atomic = OCI_IND_NULL)
{
    /* instance is atomically NULL */
}
if ( my_person_ind -> fname = OCI_IND_NULL)
{
    /* fname attribute is NULL */
}

前述の例では、アトミック NULL標識または属性のNULL標識の値が事前定義済みの値
OCI_IND_NULLと比較され、NULL状態がテストされます。この比較では、事前定義済み
の次の値が使用可能です。

� OCI_IND_NOTNULL。値がNULLでないことを示します。

� OCI_IND_NULL。値がNULLであることを示します。
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�  OCI_IND_BADNULL。囲みオブジェクト（親オブジェクト）が NULLであることを示
します。この値は PL/SQLで使用され、INVALID_NULLとしても参照されます。たと
えば、型インスタンスが NULLの場合、その属性は INVALID_NULLです。

16-37ページの OCIObjectGetInd()関数を使用して、記憶域の割当てやオブジェクトの
NULL標識構造体の取出しができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTで生成する NULL標識構造体の詳細は、第 14章「オブジェクト型トラ
ンスレータの使用方法」を参照してください。

オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
OCIアプリケーションでは、OCIObjectNew()を使用してあらゆるオブジェクトを作成できま
す。アプリケーションで永続オブジェクトを作成するには、新規オブジェクトを挿入するオ
ブジェクト表を指定してください。この値は、OCIObjectNew()をコールして取り出し、
tableパラメータで渡します。一時オブジェクトを作成するには、作成するオブジェクトの型
に対する型記述子オブジェクト（OCIDescribeAny()をコールして取出し）のみを渡す必要が
あります。

また、typecodeパラメータに適切な値を渡し、OCIObjectNew()を使用して、スカラーのイン
スタンス（REF、LOB、文字列、ロー、数値、日付など）、およびコレクション（VARRAY
および NESTED TABLEなど）を作成できます。

新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値
デフォルトでは、新しく作成されたオブジェクトのすべての属性の値は NULLです。ユー
ザーは、属性データを初期化した後、各属性の該当する NULL状態をNULLでない値に変
更する必要があります。

オブジェクトの作成時に属性に NULLでない値を設定することも可能です。これは、
OCIAttrSet()を使用して環境ハンドルの OCI_OBJECT_NEWNOTNULL属性を TRUEに設
定することによって行います。このモードは、後で属性を FALSEに設定することによって
オフにできます。

OCI_OBJECT_NEWNOTNULLを TRUEに設定した場合は、OCIObjectNew()によって、
NULLでない値のオブジェクトが作成されます。 次の表に示したオブジェクトの属性はデ
フォルト値で、対応する NULL標識はNULLでない値に設定されています。

表表表表 10-1  新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値新しいオブジェクトの属性値

属性の型属性の型属性の型属性の型 デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値

REF オブジェクトに REF属性がある場合は、オブジェクトをフラッ
シュする前にこの属性を有効な REFに設定する必要があります。
そうしないとエラーが戻されます。

DATE Oracleで扱える最古の日付。01-JAN-4712 BCE（ユリウス暦の 1
日）
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オブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピーオブジェクトの解放およびコピー
OCIObjectFree()を使用して、OCIObjectNew()で割り当てたメモリーを解放できます。 オブ
ジェクトの解放とは、NULL標識構造体など、すべてのオブジェクトに割り当てたメモリー
の割当てを解除することです。 このプロシージャによって、一時オブジェクトが、存続期間
内に削除されます（永続オブジェクトは削除されません）。 アプリケーションでは、永続オブ
ジェクトを削除するには、OCIObjectMarkDelete() を使用します。

アプリケーションでは、OCIObjectCopy()を使用して、1つのインスタンスを同じ型の別のイ
ンスタンスにコピーできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの関数の詳細は、第 16章「OCIナビゲーショナル関数と型関数」の
説明を参照してください。

FLOAT 0

NUMBER 0

DECIMAL 0

RAW 長さが 0に設定されたロー・データ。 注意 : RAW属性のデフォル
ト値は、NULLの RAW属性のデフォルト値と同じです。

VARCHAR2 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

CHAR 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

VARCHAR 長さが 0で最初の文字が NULLに設定された OCIString。デフォ
ルト値は、NULLの文字列属性のデフォルト値と同じです。

VARRAY 要素が 0のコレクション

NESTED TABLE 要素が 0の表

CLOB 空の CLOB

BLOB 空の BLOB

BFILE ディレクトリ別名およびファイル名を設定することによって、
BFILEを有効な値に初期化する必要があります。

表表表表 10-1  新しいオブジェクトの属性値（続き）新しいオブジェクトの属性値（続き）新しいオブジェクトの属性値（続き）新しいオブジェクトの属性値（続き）

属性の型属性の型属性の型属性の型 デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値
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オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照オブジェクト参照と型参照
アプリケーションでは、OCIのオブジェクト拡張機能を利用して、オブジェクトの内容に対
してポインタや参照による柔軟なアクセスができます。OCIでは、ポインタが示すオブジェ
クトに参照を戻す OCIObjectGetObjectRef()関数を提供しています。

また、アプリケーションで、オブジェクトのタイプ情報へのアクセスを行う場合は、OCIで
は OCIObjectGetTypeRef()関数で、ポインタが示すオブジェクトの型記述子オブジェクト
（TDO）に参照を戻します。

オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義オブジェクト・ビューまたはユーザー定義 OIDに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトのに基づいたオブジェクトの
作成作成作成作成

アプリケーションで、OCIObjectNew()コールを使用して、オブジェクト・ビューまたはユー
ザー定義 OIDに基づいたオブジェクトを作成できます。 OCIObjectNew() がオブジェクト・
ビューまたはユーザー定義 OIDを使用した表へのハンドルを受け取った場合は、このコー
ルによって戻される参照は擬似参照になります。この擬似参照は、他のオブジェクトには保
存できませんが、OCIObjectGetObjectRef()を使用して主キーを基にした参照が入手できるよ
うに、オブジェクトの属性に指定することはできます。

この処理には、次のステップが必要です。

1. 新しいオブジェクトの基になるオブジェクト・ビューまたはオブジェクト表を確保しま
す。

2. ステップ 1の PINオペレーションで入手した表またはビューへのハンドルを渡して、
OCIObjectNew()を使用して新しいオブジェクトを作成します。

3. オブジェクトに対し、必要な値を指定します。指定する値には、オブジェクト表または
オブジェクト・ビューのユーザー定義 OIDを構成する属性も含まれます。

4. 必要に応じて、OCIObjectGetObjectRef()を使用して主キーを基にしたオブジェクトへの
参照を入手します。さらにオブジェクトを作成する場合は、ステップ 2に戻ります。

5. 新しく作成されたオブジェクトをサーバーにフラッシュします。

次のコード例では、このプロセスをインプリメントして、scottスキーマ内の emp_viewオブ
ジェクト・ビューに対して新しいオブジェクトを作成する方法を示します。

void object_view_new () 
{
dvoid    *table;
OCIRef   *pkref;
dvoid    *object;
....
/* Set up the service context, error handle etc.. */
...
/* Pin the object view */
OCIObjectPinTable(envp,errorp,svctx, "scott", strlen("scott"), "emp_view",
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    strlen("emp_view"),(dvoid *) 0, OCI_DURATION_SESSION, (dvoid **) &table);

/* Create a new object instance  */
OCIObjectNew(envp, errorp, svctx, OCI_TYPECODE_OBJECT,(OCIType *)0, table,     
OCI_DURATION_SESSION,FALSE,&object);

/* Populate the attributes of "object" */
OCIObjectSetAttr(...);
...
/* Allocate an object reference */
OCIObjectNew(envp, errorp, svctx, OCI_TYPECODE_REF, (OCIType *)0, (dvoid *)0, 
    OCI_DURATION_SESSION,TRUE,&pkref);

/* Get the reference using OCIObjectGetObjectRef */
OCIObjectGetObjectRef(envp,errorp,object,pkref);
...
/* Flush new object(s) to server */
...
} /* end function */

オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理オブジェクト・アプリケーションでのエラー処理
アプリケーションでオブジェクトを使用するかどうかにかかわらず、OCIアプリケーション
でエラーを処理する方法は同じです。ファンクション・リターン・コードおよびエラー・
メッセージの詳細は、2-26ページの「エラー処理」を参照してください。
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オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型オブジェクト・リレーショナル・データ型

OCIデータ型のマッピング関数および操作関数を使用すると、Cアプリケーション内の
Oracle事前定義済みデータ型のインスタンスを OCIプログラムで操作できます。この章で
はこれらの関数について述べ、さらにオブジェクト型をデータベースに格納する方法も説明
します。Oracle Cデータ型を使用したバインドおよび定義操作の詳細は、第 12章「オブ
ジェクト・アプリケーションでの バインドおよび定義」を参照してください。

この章は、次のトピックで構成されています。

� 概要

� Oracleデータ型の Cへのマッピング

� OCIでの Cデータ型の操作

� 日付（OCIDate）

� 数値（OCINumber）

� 固定長または可変長文字列（OCIString）

� ロー（OCIRaw）

� コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）

� REF（OCIRef）

� オブジェクト・タイプ情報の格納およびアクセス
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概要
概要概要概要概要
OCIデータ型のマッピング関数および操作関数を使用すると、事前定義済みの Oracle C
データ型のインスタンスを操作できます。これらのデータ型は、Oracleのオブジェクト型な
ど、ユーザー定義のデータ型の属性を表現するために使用します。

OCIの各関数グループは、特定のネーミング規則によって区別されます。たとえば、データ
型のマッピング関数および操作関数は、関数名が OCI接頭辞で始まり、その後にデータ型が
続くため、簡単に認識できます（例 : OCIDateFromText()および OCIRawSize()）。後述するよ
うに、名前はさらに特定の型のデータを操作する関数グループに分類できます。

また、これらの関数を操作する事前定義済みの Oracle C型は、OCIの接頭辞で始まる名前
でも区別できます（例 : OCIDateや OCIString）。

データ型のマッピング関数および操作関数は、アプリケーションで、Oracleデータベースに
格納されたオブジェクト、または SQL問合せで取り出されたオブジェクトの属性を操作、
バインドまたは定義する必要がある場合に使用します。第 13章「オブジェクトのキャッ
シュおよび ナビゲーション」で説明したとおり、取り出したオブジェクトはクライアント側
のオブジェクト・キャッシュに格納されます。

この章では、OCIデータ型のマッピング関数および操作関数で操作できる各データ型の用途
と構造について説明します。また、関数をグループ別にまとめ、使用可能な関数とその目的
のリストを示します。

この章では、OCIアプリケーションのバインド操作と定義操作でこれらのデータ型を使用す
る方法も説明します。

これらの関数は、OCIアプリケーションをオブジェクト・モードで実行している間にのみ有
効です。OCIのオブジェクト・モードでの初期化、またオブジェクトにアクセスおよび操作
する OCIアプリケーションの作成については、10-9ページの「環境およびオブジェクト・
キャッシュの初期化」を参照してください。

オブジェクト型、属性およびコレクション・データ型に関する詳細は、『 Oracle8i 概要』を
参照してください。

Oracleデータ型のデータ型のデータ型のデータ型の Cへのマッピングへのマッピングへのマッピングへのマッピング
Oracleには、表を作成し、ユーザー定義のデータ型（オブジェクト型を含む）を指定でき
る、一連の事前定義済みのデータ型があります。オブジェクト型は Oracleの機能を拡張す
るものであり、オブジェクト型を使用すると、処理対象のデータのタイプを正確にモデル化
したデータ型を作成できます。そのため、プログラマは、より効率的で簡単なデータ・アク
セスができます。

データベースの表およびオブジェクト型は、Oracleが供給するデータ型に基づいています。
データベースの表とオブジェクト型は、SQL文で作成し、VARCHAR2や NUMBERなどの
特定の Oracle内部データ型を使用して格納します。たとえば、次の SQL文では、ユーザー
定義の addressデータ型と、そのデータ型のインスタンスを格納するオブジェクト表を作
成します。
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CREATE TYPE address AS OBJECT
(street1    varchar2(50),
street2     varchar2(50),
city        varchar2(30),
state       char(2),
zip         number(5));
CREATE TABLE address_table OF address;

この新しい address型を使用して、次のようなオブジェクト列を持つ標準表を作成したと
します。

CREATE TABLE employees
(name         varchar2(30),
birthday      date,
home_addr     address);

OCIアプリケーションでは、SQL文に対応付けられた、簡単なバインドおよび定義操作を使
用して、情報を employees表の nameおよび birthdayの列で操作できます。オブジェク
トの属性として格納されている情報にアクセスするには、いくつかの追加ステップが必要で
す。

OCIアプリケーションでは、まずオブジェクトを C言語書式で表現する手段が必要です。そ
のためには、オブジェクト型トランスレータ（OTT）を使用して、ユーザー定義型の C構造
体表現を生成します。生成した構造体の要素には、Oracleのデータ型を C言語にマッピン
グしたデータ型が含まれます。オブジェクト属性の型として使用できる Oracleの型と、対
応する Cマッピングを次の表に示します。

表表表表 11-1  オブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性の C言語マッピング言語マッピング言語マッピング言語マッピング 

属性の型属性の型属性の型属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

BFILE OCIBFileLocator*

BLOB OCILobLocator *または
OCIBlobLocator *

CHAR(N)、CHARACTER(N) OCIString *

CLOB OCILobLocator *または
OCIClobLocator *

DATE OCIDate

DEC、DEC(N)、DEC(N,N) OCINumber

DECIMAL、DECIMAL(N)、DECIMAL(N,N) OCINumber

FLOAT、FLOAT(N)、DOUBLE PRECISION OCINumber

INT、INTEGER、SMALLINT OCINumber
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その他の C型としてOCIIndがあります。これは、オブジェクト型の属性に対応する
NULL標識情報を表現するために使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OTTの使用方法の詳細および例は、第 14章「オブジェクト型トランスレー
タの使用方法」を参照してください。

OCI型マッピングの方法論型マッピングの方法論型マッピングの方法論型マッピングの方法論
事前定義済みの Oracleタイプについてマッピングを指定する場合、Oracleでは独特の設計
方針に従ってきました。カレント・システムには、次のメリットがあります。

� OCINumberのようなデータ型の実際の表現は、クライアントのアプリケーションでは
不明確で、データ型は事前に定義済の一連の関数によって操作されます。これによっ
て、将来改善する際にも、ユーザー・コードを中断せずに内部表現を変更できます。

� オブジェクト指向パラダイムに従った実装がなされています。このパラダイムではクラ
スの実装の詳細は隠されており、見えるのは必要な操作のみです。

� この実装方法はプログラマにとって有利です。Oracleの数値で提供される Oracle数値変
数を、精度を落とすことなく操作する場合の Cプログラムを考えてみます。これを
Oracleリリース 7で行うには、"SELECT...FROM DUAL"文の発行が必要でした。
Oracle8iでは、OCINumber*()関数を呼び出すのみです。

OCIでのでのでのでの Cデータ型の操作データ型の操作データ型の操作データ型の操作
OCIアプリケーションで、2つの整変数を合計して結果を第 3の変数に格納するという非常
に簡単なデータ操作を行うとします。

NESTED TABLE OCITable *

NUMBER、NUMBER(N)、NUMBER(N,N) OCINumber

NUMERIC、NUMERIC(N)、NUMERIC(N,N) OCINumber

RAW(N) OCIRaw *

REAL OCINumber

REF OCIRef *

VARCHAR(N) OCIString *

VARCHAR2(N) OCIString *

VARRAY OCIArray *

表表表表 11-1  オブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性のオブジェクト型属性の C言語マッピング言語マッピング言語マッピング言語マッピング （続き）（続き）（続き）（続き）

属性の型属性の型属性の型属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング
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int    int_1, int_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
sum = int_1 + int_2;

C言語は、整数型整数型整数型整数型のように単純な型の一連の事前定義済み操作を提供します。ただし、表
11-1「オブジェクト型属性の C言語マッピング」にリストする Cデータ型は、単純な C基
本形ではありません。OCIStringおよびOCINumberのような型は、実際は特定の Oracle
定義の内部構造体を持つ構造体です。単に、2つの OCINumberを合計して、その値を第 3
の変数に格納することはできません。 

次は有効ではありません有効ではありません有効ではありません有効ではありません。

OCINumber    num_1, num_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
sum = num_1 + num_2;           /* NOT A VALID OPERATION */

このような新しいデータ型を操作するための関数が、OCIデータ型のマッピング関数および
操作関数です。たとえば、この例で OCINumberを加算するには、OCINumberAdd()関数を
使用します。

OCINumber    num_1, num_2, sum;
...
/* some initialization occurs */
...
OCINumberAdd(errhp, &num_1, &num_2, &sum): /* errhp is error handle */

OCIには、新規データ型をそれぞれ操作する関数があります。関数の名前から、その関数で
操作するデータ型がわかります。最初の 3文字 "OCI" は、関数が OCIの一部であることを
示します。関数名の次の部分は、関数で操作するデータ型を示します。次の表では、各種の
関数の接頭辞、関数名の例および関数の操作対象のデータ型を示します。

関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞 例例例例 操作対象操作対象操作対象操作対象

OCIColl OCICollGetElem() OCIColl
OCIIter、
OCITable、
OCIArray

OCIDate OCIDateDaysBetween() OCIDate

OCIIter OCIIterInit() OCIIter

OCINumber OCINumberAdd() OCINumber

OCIRaw OCIRawResize() OCIRaw *
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日付（OCIDate）
各データ型の構造については、そのデータ型を操作対象にする関数のリストとともに、この
章で後述します。

Oracle数値操作の精度数値操作の精度数値操作の精度数値操作の精度
Oracleの数値の精度は、10進数で 38桁です。Oracleの数値操作は、次の例外を除いて、全
桁で行います。

� 逆三角関数の精度は、10進数で 28桁です。

� 三角関数を含むその他の超越関数の精度は、およそ 10進数で 37桁です。

� 固有の浮動小数点型との間の変換では、適切な浮動小数点型の精度になり、10進数で 38
桁を超えることはありません。

日付（日付（日付（日付（OCIDate））））
Oracleの日付書式は、不明確な C構造体である OCIDate型で Cにマップされます。構造体
の要素は日付の年、月、日、時間、分および秒を表します。適切な OCI関数を使用すると、
特定の要素を設定および取出しできます。

OCIDateデータ型は、バインド・コールまたは定義コールで、外部型コード SQLT_ODTを
使用して直接バインドまたは定義できます。

OCIの日付操作関数は、機能性ごとに編成された次の表にリストされています。 表内の「日
付」という用語は、指定がない限り、OCIDate型型型型の値を表します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

日付変換関数日付変換関数日付変換関数日付変換関数
次の関数は、日付変換を実行します。

OCIRef OCIRefAssign() OCIRef *

OCIString OCIStringSize() OCIString *

OCITable OCITableLast() OCITable *

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateToText() 日付を文字列に変換する

OCIDateFromText() テキスト文字列を日付に変換する

関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞関数の接頭辞 例例例例 操作対象操作対象操作対象操作対象
11-6 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



日付（OCIDate）
日付割当ておよび日付検索関数日付割当ておよび日付検索関数日付割当ておよび日付検索関数日付割当ておよび日付検索関数
次の関数は、日付要素の取出しと割当てを行います。

日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数日付算術および日付比較関数
次の関数は、日付算術および比較を実行します。

日付情報アクセス関数日付情報アクセス関数日付情報アクセス関数日付情報アクセス関数
次の関数は、日付情報にアクセスします。

OCIDateZoneToZone() 日付をワンタイム・ゾーンから別のゾーン
に変換する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateAssign() OCIDateの割当て

OCIDateGetDate() OCIDateの日付部分を取得する

OCIDateSetDate() OCIDateの日付部分を設定する

OCIDateGetTime() OCIDateの時間部分を取得する

OCIDateSetTime() OCIDateの時間部分を設定する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateAddDays() 日を加算する

OCIDateAddMonths() 月を加算する

OCIDateCompare() 日付を比較する

OCIDateDaysBetween() 2つの日付間の日数を計算する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateLastDay() 月の最終日

OCIDateNextDay() 指定の日付後最初の日

OCIDateSysDate() システム日付

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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日付の妥当性チェック関数日付の妥当性チェック関数日付の妥当性チェック関数日付の妥当性チェック関数
次の関数は、日付の妥当性を検査します。

日付の例日付の例日付の例日付の例
次のコード例では、OCIコールを使用して、OCIDate型の属性を操作する方法を示します。

#define FMT "DAY, MONTH DD, YYYY"
#define LANG "American"
struct person
{
OCIDate start_date;
};
typedef struct person person;

OCIError *err;
person *tim;
sword status;                      /* error status */
uword invalid;
OCIDate last_day, next_day;
text buf[100], last_day_buf[100], next_day_buf[100];
ub4 buflen = sizeof(buf);
     
/* For this example, assume the OCIEnv and OCIError have been
* initialized as described in chapter 2. */
/* Pin tim person object in the object cache. See chapter 13 for
* information about pinning. For this example, assume that
* tim is pointing to the pinned object. */
/* set the start date of tim */
OCIDateSetTime(&tim->start_date,8,0,0);
OCIDateSetDate(&tim->start_date,1990,10,5)

/* check if the date is valid */
if (OCIDateCheck(err, &tim->start_date, &invalid) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

if (invalid)
/* error handling code */

/* get the last day of start_date's month */
if (OCIDateLastDay(err, &tim->start_date, &last_day) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIDateCheck() 指定の日付が妥当かどうかを検査する
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数値（OCINumber）
/* get date of next named day */
if (OCIDateNextDay(err, &tim->start_date, "Wednesday",    strlen("Wednesday"), 
&next_day) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */
/* convert dates to strings and print the information out */
/* first convert the date itself*/
buflen = sizeof(buf);
if (OCIDateToText(err, &tim->start_date, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG, 
    sizeof(LANG)-1, &buflen, buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* now the last day of the month */
buflen = sizeof(last_day_buf);
if (OCIDateToText(err, &last_day, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG,    sizeof(LANG)-1, 
&buflen, last_day_buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* now the first Wednesday after this date */
buflen = sizeof(next_day_out);
if (OCIDateToText(err, &next_day, FMT, sizeof(FMT)-1, LANG,
   sizeof(LANG)-1, &buflen, next_day_buf) != OCI_SUCCESS)
/* error handling code */

/* print out the info */
printf("For: %s\n", buf);
printf("The last day of the month is: %s\n", last_day_buf);
printf("The next Wednesday is: %s\n", next_day_buf);

出力は次のようになります。

For: Monday, May 13, 1996
The last day of the month is: Friday, May 31
The next Wednesday is: Wednesday, May 15

数値（数値（数値（数値（OCINumber））））
OCINumberデータ型は、Oracleの数値データ型（NUMBER、FLOAT、DECIMALなど）
を表すのに使用する不透明な構造体です。この型は、バインド・コールまたは定義コールで
外部タイプ・コード SQLT_VNUを使用して、バインドまたは定義できます。

OCINumber操作関数を機能別にまとめて次の表に示します。 表内の数値という用語は、指
定がない限り、OCINumberタイプの値を表します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。
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数値算術関数数値算術関数数値算術関数数値算術関数
算術演算を行う関数は、次のとおりです。

数値変換関数数値変換関数数値変換関数数値変換関数
次の関数では、実数、整数および文字列の間で数値の変換を実行します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberAbs() 数値の絶対値を取得する

OCINumberAdd() 2つの数値を合計する

OCINumberCeil() 数値の上限値を取得する

OCINumberDec() 数値を減らす

OCINumberDiv() 1つの数値を別の数値で除算する

OCINumberFloor() 数値の下限値を取得する

OCINumberInc() 数値を増やす

OCINumberMod() 2つの数値の除算からモジュラスを取得する

OCINumberMul() 2つの数値を乗算する

OCINumberNeg() 数値を否定演算する

OCINumberRound() 数値を指定の桁まで丸める

OCINumberShift() 数値を特定の桁数に変える

OCINumberSign() 数値の符号を取得する

OCINumberSqrt() 数値の平方根を取得する

OCINumberSub() 1つの数値を別の数値から減算する

OCINumberTrunc() 数値を指定の桁で切り捨てる

OCINumberSIgn() 指定の数値の符号を戻す

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberToInt() 数値を整数に変換する

OCINumberFromInt() 整数を数値に変換する

OCINumberToReal() 数値を実数に変換する

OCINumberFromReal() 実数を数値に変換する
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数値（OCINumber）
指数関数および対数関数指数関数および対数関数指数関数および対数関数指数関数および対数関数
指数演算および対数演算を行う関数は、次のとおりです。

三角関数三角関数三角関数三角関数
数値に対して三角関数演算を行う関数は、次のとおりです。

OCINumberToText() 数値を文字列に変換する

OCINumberFromText() 文字列を数値に変換する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberPower() 指定の数値指数の数値基数をとる

OCINumberExp() 基数 eの指数をとる

OCINumberLog() 指定の基数の対数をとる

OCINumberLn() 自然対数（基数 e）をとる 

OCINumberIntPower() 指定の整数累乗の数値基数をとる

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberArcCos() アーク・コサイン（逆余弦）を計算する

OCINumberArcSin() アーク・サイン（逆正弦）を計算する

OCINumberArcTan()/OCINumberArcTan2() 2つの数字のアーク・タンジェント（逆正
接）を演算する

OCINumberCos() コサイン（余弦）を計算する

OCINumberHypCos() コサイン・ハイパボリック（余弦双曲線）
を計算する

OCINumberSin() サイン（正弦）を計算する

OCINumberHypSin() サイン・ハイパボリック（正弦双曲線）を
計算する

OCINumberTan() タンジェント（正接）を計算する

OCINumberHypTan() タンジェント・ハイパボリック（正接双曲
線）を計算する

関数関数関数関数 用途用途用途用途
オブジェクト・リレーショナル・データ型 11-11



数値（OCINumber）
数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数数値の代入、比較および評価関数
数値に対して代入演算および比較演算を行う関数は、次のとおりです。

数値の例数値の例数値の例数値の例
次の例は、OCINumber型の属性の処理方法を示しています。

struct person
{
OCINumber sal;
};
typedef struct person person;
OCIError *err;
person* steve;
person* scott;
person* jason;
OCINumber  *stevesal;
OCINumber  *scottsal;
OCINumber *debsal;
sword   status;
int     inum;
double  dnum;
OCINumber ornum;
char    buffer[21];
ub4     buflen;
sword   result;

/* For this example, assume OCIEnv and OCIError are initialized. */
/* For this example, assume that steve, scott and jason are pointing to 
  person objects which have been pinned in the object cache. */
stevesal = &steve->sal;
scottsal = &scott->sal;
debsal = &jason->sal;

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCINumberAssign() 1つの数値を別の数値に代入する

OCINumberCmp() 2つの数値を比較する

OCINumberIsInt() 整数かどうかテストする

OCINumberIsZero() 0に等しいかテストする

OCINumberPrec() 精度を設定する

OCINumberSetPi() 数値を円周率に設定する

OCINumberSetZero() 数値を 0に初期化する
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数値（OCINumber）
/* initialize steve's salary to be $12,000 */
OCINumberInit(err, stevesal);
inum = 12000;
status = OCINumberFromInt(err, &inum, sizeof(inum), OCI_NUMBER_SIGNED, 
    stevesal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromInt */;

/* initialize scott's salary to be same as steve */
OCINumberAssign(err, stevesal, scottsal);

/* initialize jason's salary to be 20% more than steve's */
dnum = 1.2;
status = OCINumberFromReal(err, &dnum, DBL_DIG, &ornum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromReal */;
status = OCINumberMul(err, stevesal, &ornum, debsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberMul */;

/* give scott a 50% raise */
dnum = 1.5;
status = OCINumberFromReal(err, &dnum, DBL_DIG, &ornum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromReal */;
status = OCINumberMul(err, scottsal, &ornum, scottsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberMul */;

/* double steve's salary */
status = OCINumberAdd(err, stevesal, stevesal, stevesal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberAdd */;

/* get steve's salary in integer */
status = OCINumberToInt(err, stevesal, sizeof(inum), OCI_NUMBER_SIGNED, 
    &inum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToInt */;

/* inum is set to 24000 */
/* get jason's salary in double */
status = OCINumberToReal(err, debsal, sizeof(dnum), &dnum);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToReal */;

/* dnum is set to 14400 */
/* print scott's salary as DEM0001`8000.00 */
buflen = sizeof(buffer);
status = OCINumberToText(err, scottsal, "C0999G9999D99", 13, 
    "NLS_NUMERIC_CHARACTERS='.`' NLS_ISO_CURRENCY='Germany'", 
    54, &buflen, buffer);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberToText */;
printf("scott's salary = %s\n", buffer);
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固定長または可変長文字列（OCIString）
/* compare steve and scott's salaries */
status = OCINumberCmp(err, stevesal, scottsal, &result);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberCmp */;

/* result is positive */
/* read jason's new salary from string */
status = OCINumberFromText(err, "48`000.00", 9, "99G999D99", 9,
    "NLS_NUMERIC_CHARACTERS='.`'", 27, debsal);
if (status != OCI_SUCCESS)  /* handle error from OCINumberFromText */;
/* jason's salary is now 48000.00 */

固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（固定長または可変長文字列（OCIString））））
固定長または可変長の文字列データは、Cプログラムに対して OCIString *として表現され
ます。 

文字列の長さには、NULL文字は含まれていません。

OCIString *型の変数のバインドと定義には、外部タイプ・コード SQLT_VSTを使用しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

文字列関数文字列関数文字列関数文字列関数
Cのプログラマは、次の関数を使用して文字列のインスタンスを操作できます。

文字列の例文字列の例文字列の例文字列の例
この例では、テキスト文字列を文字列に代入し、文字列の文字列部分へのポインタを文字列
サイズとともに取得して、出力します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIStringAllocSize() 文字列メモリーの割り当てられたサイズ（バイ
ト単位）を取得する

OCIStringAssign() 1つの文字列を別の文字列に代入する

OCIStringAssignText() テキスト文字列を文字列に代入する

OCIStringPtr() 文字列の文字列部分へのポインタを取得する

OCIStringResize() 文字列メモリーをサイズ変更する

OCIStringSize() 文字列サイズを取得する
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ロー（OCIRaw）
OCIStringAssignText()で、vstring1パラメータを渡すために二重間接指定を使用しているこ
とに注意してください。

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
OCIString     *vstring1 = (OCIString *)0;
OCIString     *vstring2 = (OCIString *)0;
text          c_string[20];
text         *text_ptr;
sword        status;

strcpy(c_string, "hello world");
/* Assign a text string to an OCIString */
status = OCIStringAssignText(envhp, errhp, c_string, 
      (ub4)strlen(c_string),&vstring1);
/* Memory for vstring1 is allocated as part of string assignment */

status = OCIStringAssignText(envhp, errhp, "hello again", 
       (ub4)strlen("This is a longer string."),&vstring1);
/* vstring1 is automatically resized to store the longer string */

/* Get a pointer to the string part of vstring1 */
text_ptr = OCIStringPtr(envhp, vstring1);
/* text_ptr now points to "hello world" */
printf("%s\n", text_ptr);

ロー（ロー（ロー（ロー（OCIRaw））））
可変長ロー・データは、OCIRaw *データ型を使用して Cで表現されます。 

OCIRaw *型の変数のバインドと定義には、外部タイプ・コード SQLT_LVBを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

ロー関数ロー関数ロー関数ロー関数
OCIRawの操作を行う関数は、次のとおりです。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIRawAllocSize() ロー・メモリーの割り当てられたサイズ（バイト
単位）を取得する

OCIRawAssignBytes() ロー・データ（ub1 *）を OCIRaw *に代入する

OCIRawAssignRaw() 1つの OCIRaw *を別の OCIRaw * に代入する
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コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）
ローの例ローの例ローの例ローの例
この例では、ロー・データのブロックを設定し、そのデータへのポインタを取得します。

OCIRawAssignBytes()のコールで二重間接指定を使用していることに注意してください。

OCIEnv      *envhp;
OCIError    *errhp;
sword       status;
ub1         data_block[10000];
ub4         data_block_len = 10000;
OCIRaw      *raw1;
ub1 *raw1_pointer;

/* Set up the RAW */
/* assume 'data_block' has been initialized */
status = OCIRawAssignBytes(envhp, errhp, data_block, data_block_len, &raw);

/* Get a pointer to the data part of the RAW */
raw1_pointer = OCIRawPtr(envhp, raw1);

コレクション（コレクション（コレクション（コレクション（OCITable、、、、OCIArray、、、、OCIColl、、、、OCIIter））））
Oracleは、可変長配列（VARRAY）と NESTED TABLEの 2種類のコレクションを備えて
います。Cアプリケーションでは、VARRAYは OCIArray *と表現され、NESTED TABLE
は、OCITable *と表現されます。これらの両方のデータ型は（後述する OCICollと
OCIIterと併せて）、不透明な構造体です。

様々な汎用コレクション関数により、コレクション・データを操作できます。汎用コレク
ション関数は、VARRAYと NESTED TABLEの両方に使用できます。また、NESTED 
TABLE固有の一連の関数は、11-19ページの「NESTED TABLE操作関数」を参照してくだ
さい。

VARRAYまたは NESTED TABLEのインスタンスは、OCIObjectNew()を使用して割り当て、
OCIObjectFree()を使用して解放できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

OCIRawPtr() ロー・データへのポインタを取得する

OCIRawResize() 可変長ロー・データのメモリーのサイズ変更を行
う

OCIRawSize() ロー・データのサイズを取得する

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）
汎用コレクション関数汎用コレクション関数汎用コレクション関数汎用コレクション関数
Oracleは、可変長配列（VARRAY）と NESTED TABLEの 2種類のコレクションを備えて
います。VARRAYと NESTED TABLEは、どちらも汎用コレクション型のサブタイプとみ
なすことができます。

Cでは、汎用コレクションを OCIColl *、VARRAYを OCIArray *および NESTED TABLE
を OCITable *と表現します。 Oracleには、汎用コレクションを操作するための一連の関数
群（OCIColl *など）があります。これらの関数は、OCICollGetElem()のように接頭辞
OCICollで始まります。OCIColl*()関数をコールして、VARRAYと NESTED TABLEを操作
することもできます。

汎用コレクション関数は、2つの主なカテゴリにグループ化できます。

� VARRAYまたは NESTED TABLEのデータを操作するグループ

� コレクション・イテレータを使用してコレクションをスキャンするグループ

汎用コレクション関数は、VARRAYを操作する関数の完全な集合です。その他の関数は、
特に NESTED TABLEで操作するための関数です。これらの関数は、OCITableExists()のよう
に接頭辞 OCITableで識別できます。これらについては、11-19ページの「NESTED TABLE
操作関数」で説明しています。

注意注意注意注意 : コレクション関数に渡された索引は、0（ゼロ）が基数です。

コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数コレクション・データ操作関数
次の汎用関数は、コレクション・データを操作します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCICollAppend() 要素を追加する

OCICollAssignElem() 指定の索引位置に要素を割り当てる

OCICollAssign() 1つのコレクションを別のコレクションに
割り当てる

OCICollGetElem() 指定の索引位置にある要素へのポインタを
取得する

OCICollMax() コレクションの上限を取得する

OCICollSize() コレクションのカレント・サイズを取得す
る

OCICollTrim() コレクションの終わりから n個の要素を切
り捨てる
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コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）
コレクション・スキャン関数コレクション・スキャン関数コレクション・スキャン関数コレクション・スキャン関数
次の汎用関数により、コレクション・イテレータを使用してコレクションをスキャンできま
す。イテレータは、OCIIter型であり、最初に OCIIterCreate()をコールして作成します。

VARRAY/コレクション・イテレータの例コレクション・イテレータの例コレクション・イテレータの例コレクション・イテレータの例
この例では、コレクション・イテレータを作成し、それを使用して VARRAY（可変長配列）
をスキャンします。

OCIEnv       *envhp; 
OCIError     *errhp; 
text         *text_ptr; 
sword        status; 
OCIArray     *clients; 
OCIString    *client_elem; 
OCIIter      *iterator; 
boolean      eoc; 
dvoid        *elem;
OCIInd       *elemind;
 
/* Assume envhp, errhp have been initialized */
/* Assume clients points to a varray */ 

/* Print the elements of clients */ 
/* To do this, create an iterator to scan the varray */ 
status = OCIIterCreate(envhp, errhp, clients, &iterator); 

/* Get the first element of the clients varray */ 
printf("Clients' list:\n"); 
status = OCIIterNext(envhp, errhp, iterator, &elem,
                    (dvoid **) &elemind, &eoc);

while (!eoc && (status == OCI_SUCCESS))
{

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIIterCreate() コレクションをスキャンするためのイテレータを作成する

OCIIterDelete() イテレータを削除する

OCIIterGetCurrent() イテレータが指し示すカレント要素へのポインタを取得する

OCIIterInit() イテレータを初期化して指定のコレクションをスキャンする

OCIIterNext() 次要素へのポインタを取得する

OCIIterPrev() 前要素へのポインタを取得する
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コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）
  client_elem = *(OCIString)**elem; 
                             /* client_elem points to the string */ 

 /* 
    the element pointer type returned by OCIIterNext() via 'elem' is
    the same as that of OCICollGetElem(). Refer to OCICollGetElem() for
    details.  */

  /* 
    client_elem points to an OCIString descriptor, so to print it out, 
    get a pointer to where the text begins
  */ 
  text_ptr = OCIStringPtr(envhp, client_elem);

  /* 
    text_ptr now points to the text part of the client OCIString, which is a 
NULL-terminated string
  */ 
  printf("  %s\n", text_ptr); 
  status = OCIIterNext(envhp, errhp, iterator, &elem,
                      (dvoid **)&elemind, &eoc);
}

if (status != OCI_SUCCESS)
{
  /* handle error */
}

/* destroy the iterator */
status = OCIIterDelete(envhp, errhp, &iterator);

NESTED TABLE操作関数操作関数操作関数操作関数
表は、その名前が示すとおり、変数、属性、パラメータまたは列として別の表の中に入れ
る、つまりネストすることができます。NESTED TABLEには、OCITableDelete()関数で削除
された要素がある場合があります。

たとえば、10個の要素を指定して作成した表があり、0から 4と 9の索引を持つ要素を
OCITableDelete()で削除したとします。既存の最初の要素は要素 5になり、既存の最後の要
素は要素 8になります。 

前述のように、汎用コレクション関数を使用しても、NESTED TABLEへのマッピングや
NESTED TABLEの操作ができます。さらに、次に示す NESTED TABLE専用の関数もあり
ます。NESTED TABLE専用の関数は、VARRAYでは使用できません。
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コレクション（OCITable、OCIArray、OCIColl、OCIIter）
NESTED TABLEの要素への順序付けの要素への順序付けの要素への順序付けの要素への順序付け
NESTED TABLEがオブジェクト・キャッシュにフェッチされた場合、その要素には、0（ゼ
ロ）から始まり要素数から 1を引いた数で終わる順序が一時的に付けられます。たとえば、
40個の要素を持つ表では、0から 39まで順序付けが行われます。

これらの位置序数を使用して、要素の値のフェッチと代入が行われます（たとえば、要素 i
へのフェッチや、要素 jへの代入など。iと jは、指定の表の有効な位置序数です）。

表をデータベースにコピーすると、一時的な順序付けは失われます。表の要素に対して削除
の操作を行うことがあります。操作を削除すると、一時的な空きが作成されます。つまり残
りの表要素の位置序数は変更されません。

NESTED TABLEのロケータのロケータのロケータのロケータ
リリース 8.1では、NESTED TABLEへのロケータの取出しが可能です。ロケータはコレク
ション値へのハンドルのようなもので、検索時に存在するデータベース・スナップショット
についての情報を含みます。このスナップショット情報は、後にロケータを使用してコレク
ション要素がフェッチされるときに、データベースでコレクション値の正しいインスタンシ
エーションを取り出すために役立ちます。 

LOBロケータと異なり、コレクション・ロケータでは、コレクション・インスタンスを変更
できません。コレクション・ロケータは、単に正しいデータの検索のみを行います。このロ
ケータを使用すると、アプリケーションは、大きなコレクション全体を取り出すことなく、
NESTED TABLEにハンドルを戻すことができます。 

ユーザーは、コレクション列または属性をフェッチするときにロケータが戻される必要があ
る場合は、RETURN AS LOCATOR指定を使用して、表がいつ作成されるかを指定します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。

コレクションがロケータかどうかを判断するには、OCICollIsLocator()関数を使用します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCITableDelete() 指定の索引位置にある要素を削除する

OCITableExists() 指定の索引位置に要素が存在するかどうかをテストする

OCITableFirst() 表の最初の既存要素の索引を戻す

OCITableLast() 表の最後の既存要素の索引を戻す

OCITableNext() 表の次の既存要素の索引を戻す

OCITablePrev() 表の前の既存要素の索引を戻す

OCITableSize() 削除した要素を除いた表のサイズを戻す
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REF（（（（OCIRef））））
Oracleの REF（参照）とは、オブジェクトを識別する識別子です。これは、一意にオブジェ
クトを検索する不透明な構造体です。REFによって、オブジェクトは別のオブジェクトを指
し示すことができます。

Cアプリケーションでは、OCIRef *で REFを表現します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべての関数のプロトタイプおよび説明は、第 17章「OCIデータ型マッピ
ング関数および操作関数」を参照してください。

REF操作関数操作関数操作関数操作関数
REF操作を行う関数は、次のとおりです。

REFの例の例の例の例
この例では、2つの REFを NULLかどうかテストし、両者が等しいか比較した後、一方の
REFをもう一方の REFに代入します。OCIRefAssign()のコールで二重間接指定を使用してい
ることに注意してください。 

OCIEnv       *envhp;
OCIError     *errhp;
sword        status;
boolean      refs_equal;
OCIRef       *ref1, *ref2;

/* assume refs have been initialized to point to valid objects */
/*Compare two REFs for equality */
refs_equal = OCIRefIsEqual(envhp, ref1, ref2);
printf("After first OCIRefIsEqual:\n");
if(refs_equal)
   printf("REFs equal\n");

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIRefAssign() 1つの REFを別の REFに代入する

OCIRefClear() REFの消去または NULL化

OCIRefFromHex() 16進数文字列を REFに変換する

OCIRefHexSize() REFの 16進数文字列表現のサイズを戻す

OCIRefIsEqual() 2つの REFが等しいか比較する

OCIRefIsNull() REFが NULLかどうかをテストする

OCIRefToHex() REFを 16進数文字列に変換する
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else
   printf("REFs not equal\n");

/*Assign ref1 to ref2 */
status = OCIRefAssign (envhp, errhp, ref1, &ref2);
if(status != OCI_SUCCESS) 
/*error handling*/

/*Compare the two REFs again for equality */
refs_equal = OCIRefIsEqual(envhp, ref1, ref2);
printf("After second OCIRefIsEqual:\n");
if(refs_equal)
   printf("REFs equal\n");
else
   printf("REFs not equal\n");

オブジェクト・タイプ情報の格納およびアクセスオブジェクト・タイプ情報の格納およびアクセスオブジェクト・タイプ情報の格納およびアクセスオブジェクト・タイプ情報の格納およびアクセス

記述子オブジェクト記述子オブジェクト記述子オブジェクト記述子オブジェクト
ある型を CREATE TYPE文で作成すると、その型はサーバーに格納され、型記述子オブジェ
クト（TDO）に関連付けられます。さらに、型の各データ属性、型の各メソッド、各メソッ
ドの各パラメータ、メソッドが戻す結果の記述子オブジェクトが、データベースに格納され
ます。各型の記述子オブジェクトに関連付けられた OCIデータ型のリストを次の表に示しま
す。

OCI関数の中には（OCIBindObject()および OCIObjectNew()を含む）、TDOを入力パラメー
タとして必要とする関数があります。アプリケーションで、その型の TDDを OCIType変
数で取得できる OCITypeByName()をコールして TDOを取得できます。TDOを取得すると、
必要に応じて、その TDOをその他のコールに渡すことができます。

情報の型情報の型情報の型情報の型 OCIデータ型データ型データ型データ型

型 OCIType

タイプ属性          コレクション要素
メソッド・パラメータ      メソッドの結果

OCITypeElem

メソッド OCITypeMethod
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オブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでのオブジェクト・アプリケーションでの

バインドおよび定義バインドおよび定義バインドおよび定義バインドおよび定義

バインドおよび定義の概念は、第 2章「OCIプログラミングの基本」および第 5章「バイン
ドと定義」で紹介および説明されています。この章では、オブジェクト・アプリケーション
を開発するときに必要な追加情報を提供します。オブジェクト・データ型のバインドと定義
の方法や、オブジェクト・サポート用に新たに追加されたデータ型についても説明します。
この章は、読者が前述の章でバインドと定義の基本を理解していることを前提としていま
す。

この章は、次のトピックで構成されています。

� バインド

� 定義

� Oracle Cデータ型のバインドおよび定義

� SQLT_NTYのバインドおよび定義の例
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バインド
バインドバインドバインドバインド
この項目では、オブジェクトやコレクションなどの名前付きデータ型と REFのバインドにつ
いて説明します。

名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド名前付きデータ型のバインド
名前付きデータ型（オブジェクト型やコレクション）のバインドでは、OCIBindByName()ま
たは OCIBindByPos()の後にもう 1つのバインド・コールが必要です。OCIBindObject()とい
う OCIオブジェクト型バインド・コールで、オブジェクト型のバインド固有の追加属性を設
定します。OCIアプリケーションでは、このコールを使用して、オブジェクト・データ型の
列を持つ表からデータをフェッチします。

OCIBindObject()コールでパラメータの 1つとして、名前付きデータ型の型記述子オブジェク
ト（TDO）を受け取ります。TDO（データ型 OCIType）は、名前付きデータ型の作成時に
作成され、データベースに格納されます。TDOには、型とその属性についての情報が入っ
ています。アプリケーションでは、OCITypeByName()をコールして TDOを取得できます。

OCIBindObject()コールでは、名前付きデータ型バインド用の標識変数または構造体も設定し
ます。

名前付きデータ型をバインドするときは、SQLT_NTYデータ型定数を使用して、バインド
するプログラム変数のデータ型を指定します。SQLT_NTYは、名前付きデータ型を表現す
る C構造体をバインドすることを示します。この構造体へのポインタをバインド・コールに
渡します。

場合によっては、名前付きデータ型の操作に 3つのバインド・コールが必要になることがあ
ります。たとえば、名前付きデータ型の静的配列を PL/SQL表にバインドするには、
OCIBindByName()、OCIBindArrayOfStruct() および OCIBindObject() という 3つのコールを呼
び出してください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  これらのデータ型を使用してデータベースから埋込みオブジェクトをフェッ
チする方法の詳細は、10-15ページの「埋込みオブジェクトのフェッチ」を参照してく
ださい。

その他の重要な情報は、12-3ページの「名前付きデータ型および REFバインドの情報」
を参照してください。

記述子オブジェクトの詳細は、11-22ページの「記述子オブジェクト」を参照してくだ
さい。
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REFのバインドのバインドのバインドのバインド
名前付きデータ型と同様に、REFのバインドも 2ステップで処理します。最初に
OCIBindByName()または OCIBindByPos()をコールし、次に OCIBindObject()をコールしま
す。

REFは、SQLT_REF データ型を使用してバインドします。SQLT_REFを使用する場合、バイ
ンドするプログラム変数は、OCIRef *型の変数にする必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REFのオブジェクトへのバインドおよび確保については、10-10ページの
「サーバーからのオブジェクト参照の取出し」を参照してください。

その他の重要な情報は、12-3ページの「名前付きデータ型および REFバインドの情報」
を参照してください。

名前付きデータ型および名前付きデータ型および名前付きデータ型および名前付きデータ型および REFバインドの情報バインドの情報バインドの情報バインドの情報
この項には、名前付きデータ型定義と REFのバインドを扱うときに注意する必要のある重要
な追加情報があります。メモリー割当てと標識変数の使用に関するポインタも示します。

� バインドするデータ型が SQLT_NTYである場合は、OCIBindObject()コールの標識構造
体パラメータ（dvoid ** indpp）が使用され、スカラー標識は完全に無視されます。

� データ型が SQLT_REFの場合、スカラー標識が使用され、OCIBindObject()の標識構造
体のパラメータは完全に無視されます。

� 標識構造体の使用はオプションです。OCIBindObject()コールに indppパラメータで
NULLポインタを渡すことができます。バインド時、これはオブジェクトがアトミック
NULLではなく、オブジェクトのどの属性も NULLではないことを意味します。

� OCIBindObject()コールの標識構造体サイズ・ポインタ indspおよびプログラム変数サイ
ズ・ポインタ pgvspは、オプションです。これらのパラメータが必要ない場合は、
NULLを渡すことができます。

配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報配列バインドに関する情報
配列挿入または配列フェッチ用に、名前付きデータ型または REFの配列バインドを行うに
は、ユーザーはポインタの配列を適切な型のバッファ（事前割当て済またはそれ以外）に渡
す必要があります。同様に、スカラー標識の配列（SQLT_REF 型）またはポインタ配列を、
標識構造体（SQLT_NTY型）に渡す必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQLT_NTYの詳細は、3-16ページの「新しい Oracle外部データ型」を参照
してください。
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定義定義定義定義
この項では、名前付きデータ型（オブジェクト、コレクションなど）と REFの定義について
説明します。

名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義名前付きデータ型出力変数の定義
名前付きデータ型（オブジェクト型、NESTED TABLE、VARRAY）の定義には、2つの定
義コールが必要です。 最初に dtyパラメータに SQLT_NTYを指定して、OCIDefineByPos() を
コールします。 続いて、OCIDefineObject() をコールします。この場合、OCIDefineByPos()の
データ・バッファ・ポインタは無視され、名前付きデータ型定義に関係するその他の属性
は、OCIオブジェクト属性定義コールである OCIDefineObject()を使用して設定されます。

そのコールでは名前付きデータ型定義用の SQLT_NTYデータ型定数を指定します。この場
合、結果のデータが名前付きデータ型のホスト言語表現の中にフェッチされます。通常、こ
れはオブジェクト型トランスレータによって生成される C構造体になります。

OCIDefineObject()コールを行うときは、C構造体のアドレスへのポインタ（事前割当て済ま
たはそれ以外）を定義する必要があります。オブジェクトは、OCIObjectNew()を使用して作
成され、キャッシュまたはユーザー定義のメモリーに割り当てられます。

注意 : 名前付きデータ型の定義に関するその他の詳細は、12-5ページの「名前付きデー
タ型、REF定義および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。

REF出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義出力変数の定義
名前付きデータ型と同様に、REF出力変数の定義も 2ステップで処理します。第 1ステップ
で OCIDefineByPos()をコールし、第 2ステップで OCIDefineObject()をコールします。また、
名前付きデータ型の場合と同様に、OCIDefineByPos()の dtyパラメータに SQLT_REFデータ
型定数を渡します。

SQLT_REFでは、アプリケーションで結果として得るデータを OCIRef *型変数にフェッチ
することを示します。第 6章で説明するとおり、この REFをオブジェクト確保およびナビ
ゲーションの一部として使用します。

注意 : REFの定義に関するその他の詳細は、12-5ページの「名前付きデータ型、REF定
義および PL/SQL OUTバインドの情報」を参照してください。
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名前付きデータ型、名前付きデータ型、名前付きデータ型、名前付きデータ型、REF定義および定義および定義および定義および PL/SQL OUTバインドの情報バインドの情報バインドの情報バインドの情報
この項では、名前付きデータ型定義と REF定義を扱うときに注意する必要のある重要な追加
情報を示します。メモリー割当てと標識変数の使用方法についての参照先も示します。

PL/SQL OUTバインドとは、プレース・ホルダを PL/SQLブロックの出力変数にバインド
することです。SQL文では出力バッファを定義コールで設定しますが、PL/SQLブロックで
は出力バッファをバインド・コールで設定します。詳細は、5-5ページの「PL/SQLのプ
レース・ホルダのバインド」を参照してください。

� 定義するデータ型が SQLT_NTYである場合は、OCIDefineObject()コールの標識構造体パ
ラメータ（dvoid ** indpp）が使用され、スカラー標識は完全に無視されます。

� データ型が SQLT_REFの場合、スカラー標識が使用され、OCIDefineObject()の標識構造
体のパラメータは完全に無視されます。

� 標識構造体の使用はオプションです。OCIDefineObject()コールの indppパラメータで
NULLポインタを渡すことができます。フェッチまたは PL/SQL OUTバインド時、
ユーザーが NULL情報に関知しないことを意味します。

� SQL定義または PL/SQL OUTバインドでは、出力変数または標識のいずれかの事前割
当て済メモリーにユーザーが渡した場合、事前割当て済メモリーは、結果データを格納
するために使用され、2次メモリー（アウト・ラインのメモリー）がある場合は割当て
が解除になります。事前割当て済メモリーは、キャッシュ（OCIObjectNew()コールの結
果）、またはクライアントのプライベートなメモリー領域から取得できます。

注意 : クライアント・アプリケーションで所有するメモリー領域からメモリーを割り当
てる場合は、オブジェクトにアウト・ラインの２次メモリーがないことを確認する必要
があります。

� SQLT_NTY型を使用したオブジェクト定義の場合は、オブジェクト・メモリーの事前割
当てを行うクライアント・アプリケーションでは OCIObjectNew() 関数を使用する必要
があります。 クライアント・アプリケーションでは、malloc() を使用する割当てや、ス
タックへの割当てなど、独自のプライベート・メモリー領域へのオブジェクトの割当て
は行わないでください。 OCIObjectNew() 関数によって、オブジェクト・キャッシュにオ
ブジェクトが割り当てられます。 割り当てられたオブジェクトは、OCIObjectFree()を使
用すると解放できます。 OCIObjectNew()および OCIObjectFree()の詳細は、第 16章
「OCIナビゲーショナル関数と型関数」を参照してください。 

注意 : ユーザーがオブジェクト・メモリーを事前割当てせずに、出力変数を NULLポイ
ンタ値に初期化した場合でも、OCIDefineObject() の動作には変わりはありません。この
場合、オブジェクトは OCIライブラリによって暗黙的にオブジェクト・キャッシュ内に
割り当てられます。 

� SQL定義または PL/SQL OUTバインドでは、出力変数または標識に対して NULLアド
レスを渡すと、その変数または標識用のメモリーは、OCIによって暗黙的に割り当てら
れます。

� SQLT_NTY型の出力オブジェクトが（SQL定義または PL/SQL OUTバインドで）アト
ミック NULLである場合は、NULL標識構造体のみが（必要であれば暗黙的に）割り
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当てられ、そこにデータが挿入されて、オブジェクトがアトミック NULLであることが
示されます。トップ・レベルのオブジェクト自体は、暗黙的に割り当てられません。

� アプリケーションでは、OCIObjectFree()をコールして標識を解放できます。トップ・レ
ベルのオブジェクトがある場合（アトミック NULLでないNULLオブジェクトの場合
など）、OCIObjectFree()でトップ・レベルのオブジェクトを解放すると 標識も解放され
ます。オブジェクトがアトミック NULLである場合は、トップ・レベルのオブジェクト
がないので、標識を個別に解放する必要があります。

� OCIDefineObject()コールの標識構造体サイズ・ポインタ indsp、およびプログラム変数サ
イズ・ポインタ pgvspは、オプションです。これらのパラメータが必要ない場合は、
NULLを渡すことができます。

配列定義に関する情報配列定義に関する情報配列定義に関する情報配列定義に関する情報
名前付きデータ型または REFの配列定義を行うには、ユーザーはポインタ配列を適切な型の
バッファ（事前割当て済またはそれ以外）に渡す必要があります。同様に、スカラー標識の
配列（SQLT_REF 型）またはポインタ配列を、標識構造体（SQLT_NTY型）に渡す必要が
あります。

Oracle Cデータ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義データ型のバインドおよび定義
これまでの章では、OCIのバインド操作と定義操作について説明しました。4-5ページの
「バインド」では OCIバインド操作の基本について、4-14ページの「定義」では OCI定義操
作の基本について述べています。名前付きデータ型および REFのバインドおよび定義の詳細
は、第 5章「バインドと定義」を参照してください。

バインドと定義の基本的な機能に関する章では、アプリケーションで SQL文の入力（バイ
ンド）値として、または問合せに対する出力（定義）バッファとしてスカラー変数またはス
カラーの配列を使用する方法を示しています。

名前付きデータ型と REFに関する項では、オブジェクトや参照をバインドまたは定義する方
法を示しています。第 10章「OCIオブジェクト・リレーショナル・プログラミング」では、
さらにオブジェクト参照の確保、オブジェクト・ナビゲーション、および埋込みインスタン
スのフェッチについて説明しています。

この項では、この章で説明するデータ型マッピングに従って、個々の属性値のバインドと定
義の方法を説明します。

この章で定義する型の 1つである OCINumber、OCIStringなどの変数は、一般にアプリ
ケーションで宣言でき、適切なデータ型コードが指定される限り、OCIバインドまたは定義
操作で直接使用できます。次の表は、Cマッピングとともにバインドおよび定義で使用でき
るデータ型と、バインドまたは定義コールの dty（データ型コード）で指定する必要のある、
OCI外部データ型のリストです。
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注注注注 1: OCIString *型の定義変数にデータをフェッチするには、最初に OCIStringResize()
ルーチンを使用して文字列のサイズを設定してください。そのためには、記述操作に
よって選択リスト・データの長さを取得することが必要な場合があります。同様に、
OCIRaw *も最初に OCIRawResize()でサイズを決定する必要があります。

次の項では、Cにマッピングしたデータ型の OCIアプリケーションでの使用例を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  OCI外部データ型についての説明、およびデータ型コードのリストは、第 3
章「データ型」を参照してください。

表表表表 12-1  バインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピングバインドおよび定義用のデータ型マッピング 

データ型データ型データ型データ型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング OCIの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコードの外部データ型とコード

Oracle数値 OCINumber VARNUM(SQLT_VNU)

Oracle日付 OCIDate SQLT_ODT

VARCHAR2 OCIString * SQLT_VST（注 1を参照）

RAW OCIRaw * SQLT_LVB（注 1を参照）

CHAR OCIString * SQLT_VST

OBJECT struct * 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)

REF OCIRef * REF(SQLT_REF)

VARRAY OCIArray * 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)

NESTED TABLE OCITable * 名前付きデータ型 (SQLT_NTY)
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バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例バインドおよび定義の例
この項では、OCIのバインド操作と定義操作で OCINumber型の変数を使用する例を示し
ます。

注意 : この項の例は、特定の OCI作業の実行に使用されるコールのフローを説明してい
ます。ここでは拡張擬似コードを使用しています。 実際の関数名を使用していますが、
簡単に表すためにパラメータとタイプキャストは一部のみ示します。ハンドルの割当て
など、その他の必要な OCIコールも省略しています。

この例では、次のような personというオブジェクト型が作成されていると仮定します。

CREATE TYPE person AS OBJECT
(name     varchar2(30),
salary     number);

この型を使用して、person型の列を持つ employees（従業員）表を作成します。

CREATE TABLE employees
(emp_id    number,
job_title  varchar2(30),
emp        person);

OTTで、personについて次の C構造体と NULL標識構造体を生成します。

struct person
{   OCIString * name;
   OCINumber salary;};
typedef struct person person;

struct person_ind
{   OCIInd  _atomic;
   OCIInd  name;
   OCIInd  salary;}
typedef struct person_ind person_ind;

employees表は値が入り、OCIアプリケーションは personの変数を宣言するとします。

person *my_person;

OCIアプリケーションで次のように、SELECT文によってオブジェクトをその変数にフェッ
チしたとします。

text *mystmt = (text *) "SELECT person FROM employees
                        WHERE emp.name='ANDREA'";

これには、適切な名前付きデータ型の OCI定義コールを使用して、my_personをこの文の
出力変数として定義する必要があります。これは 5-20ページの「拡張定義操作」で説明され
ています。文を実行すると、'ANDREA'という名の personオブジェクトが my_person変
数内に取り出されます。
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オブジェクトが my_personに取り出されると、OCIアプリケーションで my_personの名
前や給与などの属性にアクセスできるようになります。

アプリケーションでは、別の従業員の給与を、次のように Andreaと同様に更新します。

text *updstmt = (text *) "UPDATE employees SET emp.salary = :newsal 
                            WHERE emp.name = 'MONGO'"

Andreaの給与（my_person->salaryに格納されます）は、プレース・ホルダの :newsal
にバインドされ、BARNUMの外部データ型をバインド操作に指定します（データ型コード
=6）。

OCIBindByName(...,":newsal",...,&my_person->salary,...,6,...);
OCIStmtExecute(...,updstmt,...)

文を実行すると、データベースにあるMongoの給与が、my_personに格納されているよう
に、Andreaの給与と等しくなります。

その反対に、Mongoの給与をデータベースに問い合せてから給与に必要な割当てを行うこ
とにより、アプリケーションで Andreaの給与をMongoの給与と同額になるよう更新でき
ます。

text *selstmt = (text *) "SELECT emp.salary FROM employees 
                           WHERE emp.name = 'MONGO'"
OCINumber mongo_sal;
...
OCIDefineByPos(...,1,...,&mongo_sal,...,6,...);
OCIStmtExecute(...,selstmt,...);
OCINumberAssign(...,&mongo_sal, &my_person->salary);

この場合には、アプリケーションで OCINumberの型の出力変数を宣言し、それを定義のス
テップで使用します。この場合には、位置 1の出力変数を定義し、適切なデータ型コード
（VARNUMには 6）を使用します。

mongo_salという OCINumberに給与の値をフェッチし、OCI関数 OCINumberAssign()を
使用して、現在キャッシュ内にある Andreaオブジェクトのコピーに新しい給与を割り当て
ます。データベース内にあるデータを変更するには、変更内容をサーバーにフラッシュする
必要があります。
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給与更新の例給与更新の例給与更新の例給与更新の例
前の項では、Oracle8の新しいデータ型がバインド操作と定義操作に与える柔軟性を表す例
を示しました。この項では、同じ操作を異なる方法でどのように実行するかを説明します。
OCIアプリケーションにおける Oracle8の新しいデータ型の様々な使用方法を示すことが目
的です。

この項の例は、特定の OCI作業を実行するのに使用されるコールのフローを説明します。こ
こでは拡張擬似コードを使用しています。 実際の関数名を使用していますが、簡素化のため
にパラメータとタイプキャストは一部のみ示します。また、ハンドルの割当てなど、その他
の必要な OCIコールも省略しています。

シナリオシナリオシナリオシナリオ
これから示す例のシナリオは、次のとおりです。

1. 病院の employees表に、BRUCEという従業員がいます。 前の項の person型および
employees表の作成文を参照してください。

2. Bruceの現在の職務は RADIOLOGISTです。

3. Bruceは RADIOLOGY_CHIEFに昇進したため、それに伴って昇給があります。

4. 次に示すように、病院の給与はドル単位の整数値とし、職種に応じて設定し、
salariesという表に格納します。

CREATE TABLE salaries
(job_title   varchar2(20),
salary       integer));

5. Bruceの給与を昇進にあわせて更新します。

前述の作業を達成するには、アプリケーションで 'RADIOLOGY_CHIEF'に該当する給与を
salaries表から取り出し、Bruceの給与を更新します。別のステップで、Bruceの新しい
職務と変更済オブジェクトをデータベースに書き込みます。

次のように person型の変数を宣言したとします。

person * my_person;

そして、Bruceに対応するオブジェクトをこの変数にフェッチしたとします。この場合に給
与更新を実行するには、次の各項に示す 3通りの方法があります。
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方法方法方法方法 1 - フェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当てフェッチ、変換、割当て
この例では次の方法をとります。

1. 整変数を使用して従来の OCI定義を行い、データベースから新しい給与を取り出しま
す。

2. 整数を OCINumberに変換します。

3. 新しい給与を Bruceに割り当てます。

#define INT_TYPE 3        /* datatype code for sword integer define */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
                        WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'
sword    new_sal;
OCINumber   orl_new_sal;
...
OCIDefineByPos(...,1,...,new_sal,...,INT_TYPE,...);
                        /* define int output */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);
                        /* get new salary as int */
OCINumberFromInt(...,new_sal,...,&orl_new_sal);
                        /* convert salary to OCINumber */
OCINumberAssign(...,&orl_new_sal, &my_person->salary);
                        /* assign new salary */

方法方法方法方法 2 - フェッチ、割当てフェッチ、割当てフェッチ、割当てフェッチ、割当て
この方法では、方法 1のステップを 1つ省略します。

1. OCINumber型の出力変数を定義します。そのため値を取り出した後の変換は必要あり
ません。

2. 新しい給与を Bruceに割り当てます。

#define VARNUM_TYPE 6         /* datatype code for defining VARNUM */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
                              WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'
OCINumber   orl_new_sal;
...
OCIDefineByPos(...,1,...,orl_new_sal,...,VARNUM_TYPE,...);
                                     /* define OCINumber output */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);      /* get new salary as OCINumber */
OCINumberAssign(...,&orl_new_sal, &my_person->salary); 
                                     /* assign new salary */
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方法方法方法方法 3 - 直接フェッチ直接フェッチ直接フェッチ直接フェッチ
この方法では、操作全体を 1回の定義とフェッチで実行します。出力変数を介在させる必要
はなく、データベースから取り出した値を、キャッシュに格納されているオブジェクトの給
与属性に直接フェッチします。

1. Bruceはオブジェクト・キャッシュ内に確保されているため、その給与属性の位置を定
義変数として使用し、その変数に直接実行し、フェッチを行います。

#define VARNUM_TYPE 6         /* datatype code for defining VARNUM */

text *getsal = (text *) "SELECT salary FROM salaries
                            WHERE job_title='RADIOLOGY_CHIEF'
...
OCIDefineByPos(...,1,...,&my_person->salary,...,VARNUM_TYPE,...);
            /* define bruce's salary in cache as output variable */
OCIStmtExecute(...,getsal,...);
             /* execute and fetch directly */

まとめと注意まとめと注意まとめと注意まとめと注意
この 3つの例に示したように、Oracle8iの Cデータ型を使用すると柔軟性のあるバインドと
定義を実行できます。たとえば、整数をフェッチし、OCINumberに変換して処理できま
す。この方法では、OCINumberを中間的な変数として使用し、それに問合せの結果を格納
します。または、目的のオブジェクトの OCINumber属性にデータを直接フェッチすること
もできます。

注意 : Oracle8i OCIのこれらすべての例では、問合せの実行前に出力変数が定義される
場合に、結果として得られるデータが出力バッファに直接プリフェッチされることを覚
えておいてください。

この 3つの例で、変更がデータベースに確実に永続的に書き込まれるためには、追加ステッ
プが必要です。そのステップでは、SQLの UPDATEコールと OCIトランザクションのコ
ミット・コールを使用することがあります。

これらの例ではすべて定義操作を処理していますが、同じような状況がバインドにも当ては
まります。 

同様に、これらの例では OCINumber型のみを扱いましたが、この章でこれから説明するそ
の他の Oracle8の C型についても、同様に種々の操作ができます。
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SQLT_NTYのバインドおよび定義の例のバインドおよび定義の例のバインドおよび定義の例のバインドおよび定義の例
次の部分的なコードは、OCIBindObject()や OCIDefineObject()などの SQLT_NTYバインド・
コールおよび SQLT_NTY定義コールの使用方法を示しています。それぞれの例で、前に定
義した SQL文を処理します。

バインドの例バインドの例バインドの例バインドの例
/*
** This example performs a SQL insert statement
*/
void insert(envhp, svchp, stmthp, errhp, insstmt, nrows)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
text *insstmt;
ub2   nrows;
{
  orttdo *addr_tdo = NULLP(orttdo);
  address  addrs;
  null_address naddrs;
  address *addr = &addrs;
  null_address *naddr = &naddrs;
  sword custno =300;
  OCIBind *bnd1p, *bnd2p;
  ub2 i;

  /* define the application request  */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) insstmt,
           (ub4) strlen((char *)insstmt),
           (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  /* bind the input variable */
 checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text *) ":custno", 
          (sb4) -1, (dvoid *) &custno, 
          (sb4) sizeof(sword), SQLT_INT,
          (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4) 0, (ub4 *) 0, 
          (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCIBindByName(stmthp, &bnd2p, errhp, (text *) ":addr", 
          (sb4) -1, (dvoid *) 0, 
          (sb4) 0, SQLT_NTY, (dvoid *) 0, (ub2 *)0, (ub2 *)0,
          (ub4) 0, (ub4 *) 0, (ub4) OCI_DEFAULT));
  
  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhpx, errhp, svchpx, (const text *)
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      SCHEMA, (ub4) strlen((char *)SCHEMA), (const text *)   
       "ADDRESS_VALUE", (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"), 
       OCI_DURATION_SESSION, &addr_tdo));

  if(!addr_tdo)
  {
    printf("Null tdo returned\n");
    goto done_insert;
  }

  checkerr(errhp, OCIBindObject(bnd2p, errhp, addr_tdo, (dvoid **) &addr,
        (ub4 *) 0, (dvoid **) &naddr, (ub4 *) 0));

定義の例定義の例定義の例定義の例
/* 
** This example executes a SELECT statement from a table which includes 
** an object.
*/

void selectval(envhp, svchp, stmthp, errhp)
OCIEnv *envhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCIError *errhp;
{
  orttdo *addr_tdo = NULLP(orttdo);
  OCIDefine *defn1p, *defn2p;
  address *addr = (address *)NULL;
  sword custno =0;
  sb4 status;

  /* define the application request  */
  checkerr(errhp, OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, (text *) selvalstmt,
                        (ub4) strlen((char *)selvalstmt),
                        (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT));

  /* define the output variable */
checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn1p, errhp, (ub4) 1, (dvoid *)
       &custno, (sb4) sizeof(sword), SQLT_INT, (dvoid *) 0, (ub2 *)0, 
       (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));

checkerr(errhp, OCIDefineByPos(stmthp, &defn2p, errhp, (ub4) 2, (dvoid *)
        0, (sb4) 0, SQLT_NTY, (dvoid *) 0, (ub2 *)0,
        (ub2 *)0, (ub4) OCI_DEFAULT));

  checkerr(errhp, OCITypeByName(envhpx, errhp, svchpx, (const text *) 
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       SCHEMA, (ub4) strlen((char *)SCHEMA), (const text *) 
       "ADDRESS_VALUE", (ub4) strlen((char *)"ADDRESS_VALUE"),OROODTSES, 
       &addr_tdo));

  if(!addr_tdo)
  {
    printf("NULL tdo returned\n");
    goto done_selectval;
  } 

  checkerr(errhp, OCIDefineObject(defn2p, errhp, addr_tdo, (dvoid **) 
       &addr, (ub4 *) 0, (dvoid **) 0, (ub4 *) 0));

  checkerr(errhp, OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, (ub4) 1, (ub4) 0, 
       (OCISnapshot *) NULL, (OCISnapshot *) NULL, (ub4) OCI_DEFAULT));
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オブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよびオブジェクトのキャッシュおよび

ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション

この章では、オブジェクトを Oracleデータベース・サーバーで操作するための OCIの機能
を紹介します。また、OCIのオブジェクト・ナビゲーショナル・ファンクション・コールに
ついても説明します。この章は、次のトピックで構成されています。

� 概要

� オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理

� オブジェクト・ナビゲーション

� OCIナビゲーショナル関数
ゲーション 13-1



概要
概要概要概要概要
この章はいくつかの項に分かれており、Oracleオブジェクトを操作する OCIアプリケー
ションの作成に関連した基本的な概念を述べています。OCIナビゲーショナル・ファンク
ション・コールについても説明します。

次の項目があります。

� オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理 - この項では、さらに高度なオプション
を含む OCIオブジェクト・プログラミングについて詳しく説明します。

� オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション - この項では、Oracle OCIを使用した基本的なオブジェ
クト・ナビゲーションについて説明します。

� OCIナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数 - この項では、アプリケーションでオブジェクトのグラフを
ナビゲートできる OCI関数について説明します。

OCIナビゲーショナル関数全体の説明は、第 16章「OCIナビゲーショナル関数と型関数」
にあります。

オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理
オブジェクト・キャッシュは、オブジェクトのルックアップとメモリー管理のサポートを提
供するクライアント側メモリー・バッファです。これは OCIアプリケーションでフェッチし
たオブジェクト・インスタンスを格納し、追跡するためのものです。

アプリケーションで SQL SELECTまたは OCIの PINオペレーションによってオブジェクト
をフェッチすると、オブジェクトのコピーがオブジェクト・キャッシュに格納されます。
SELECT文で直接フェッチされたオブジェクトは、値によってフェッチされ、確保できない
参照不能のオブジェクトです。確保できるのは参照可能オブジェクトのみです。

オブジェクトを確保するとき、適切なバージョンのオブジェクトがすでにキャッシュ内に存
在していれば、サーバーからオブジェクトをフェッチする必要はありません。

Oracle OCIを使用して REFを参照解除し、オブジェクトを取り出す各クライアント・プロ
グラムでは、オブジェクト・キャッシュを利用します。クライアント側のオブジェクト・
キャッシュは、オブジェクト・モードで初期化されたすべての OCI環境ハンドルで割り当て
られます。1つのプロセスの複数のスレッドで、同一の OCI環境ハンドルを共有することに
よって同一のクライアント側キャッシュを共有できます。

オブジェクト・キャッシュ内には接続ごとに、各参照可能オブジェクトのコピーがそれぞれ
1つあります。1つの REFを複数回参照解除するか、等価な複数の REFを参照解除した場合
は、オブジェクトの同一コピーが戻されます。

キャッシュ内にあるオブジェクトのコピーを変更した場合、変更内容をその他のプロセスに
見えるようにするには、変更内容をサーバーにフラッシュする必要があります。必要のなく
なったオブジェクトは、PIN解除つまり解放できます。そしてキャッシュからスワップ・ア
ウトでき、それによって、オブジェクトが使用していたメモリー領域を解放できます。
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オブジェクト・キャッシュでは、キャッシュ内のすべてのオブジェクト・コピーと、それぞ
れに対応するデータベース内のオブジェクトとの間の関連付けが、メンテナンスされます。

オブジェクト・キャッシュではオブジェクト・コピーの内容は管理されず、オブジェクト・
コピーが自動的にリフレッシュされることもありません。アプリケーションでは、オブジェ
クト・コピーの内容が正しく、一貫していることを確認する必要があります。たとえば、ア
プリケーションでオブジェクト・コピーに挿入、更新または削除のマークを付けた後、トラ
ンザクションが異常終了したとします。この場合、オブジェクト・キャッシュではオブジェ
クト・コピーがマーク解除されるのみであり、コピーの削除や無効化は行われません。アプ
リケーションで recentまたは latestを確保するか、オブジェクトのコピーを次のトランザク
ションでリフレッシュします。anyを確保すると、以前異常終了したトランザクションから、
変更をコミットしていない同じオブジェクト・コピーを取得する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  PINオプションの詳細は、13-6ページの「オブジェクト・コピーの確保」を
参照してください。

オブジェクト・キャッシュは、OCIInitialize()を使用して OCI環境をオブジェクト・モード
で初期化するときに作成されます。同じサーバーに対して稼動中の各アプリケーション・プ
ロセスには、図 13-1「オブジェクト・キャッシュ」で示すような専用のオブジェクト・
キャッシュがあります。
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図図図図 13-1  オブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュ

オブジェクト・キャッシュは、メモリーに現在あるオブジェクトの追跡、そのオブジェクト
への参照のメンテナンス、自動オブジェクト・スワッピングの管理、オブジェクトのメタ属
性の追跡を行います。

キャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンスキャッシュの一貫性およびコヒーレンス
オブジェクト・キャッシュ内のオブジェクト・コピーと、データベース内で対応するオブ
ジェクトとの間における値のコヒーレンスつまり一貫性は、自動的にはメンテナンスされま
せん。つまり、アプリケーションでオブジェクト・コピーを変更すると、その変更内容は
データベース内の対応するオブジェクトに自動的に適用されず、その逆も同様です。オブ
ジェクト・キャッシュでは、変更されたオブジェクト・コピーをデータベースにフラッシュ

アプリケーション 1�
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する操作や、古いオブジェクト・コピーをデータベースの最新値にリフレッシュする操作が
可能であり、プログラムである程度のコヒーレンスをメンテナンスできます。

注意注意注意注意 :  Oracleは、サーバーのバッファ・キャッシュまたはデータベースとの自動キャッ
シュ・コヒーレンスをサポートしていません。自動キャッシュ・コヒーレンスとは、オ
ブジェクトがサーバーのバッファ・キャッシュで変更される際に、オブジェクト・
キャッシュで対応するローカル・オブジェクト・コピーをリフレッシュし、また、サー
バー内の対応するすべてのオブジェクトに直接アクセスする前に、オブジェクト・
キャッシュで、ローカル・オブジェクト・コピーになされた変更をバッファ・キャッ
シュにフラッシュする機能のことです。直接的なアクセスには、SQL、トリガーまたは
ストアド・プロシージャを使用した、サーバーのオブジェクトの読込みや変更が含まれ
ます。 

オブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータオブジェクト・キャッシュ・パラメータ
オブジェクト・キャッシュには、環境ハンドルの属性である、2つの重要なパラメータが関
連付けられています。

� OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEキャッシュの最大サイズ

� OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEキャッシュの最適サイズ

これらのパラメータは、キャッシュのメモリー使用量レベルを示し、削除してもよいオブ
ジェクトをいつ自動的にキャッシュから削除してメモリーを解放するかを判断するのに役立
ちます。

現在キャッシュにあるオブジェクトのメモリー使用量が高水位標に達するかそれを超える
と、キャッシュ内では確保カウントが 0であるマーク解除されたオブジェクトを自動的に解
放し始めます。キャッシュのメモリー使用量が最適サイズに達するか、解放対象オブジェク
トがなくなるまで、オブジェクトの解放が続きます。

OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEは、OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEのパーセントで指定
します。オブジェクト・キャッシュの最大サイズ（バイト単位）は、次のように
OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEを OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEのパーセントで増分し
て計算します。

maximum_cache_size = optimal_size + optimal_size * max_size_percentage / 100

または

maximum_cache_size = OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE + OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE * 
                                            OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZE / 100

OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZEのデフォルト値は 10%です。 
OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZEのデフォルト値は 8MBです。

環境ハンドルのキャッシュ・サイズ属性の設定には OCIAttrSet()コールを、取出しには
OCIAttrGet()関数を使用します。詳細は、A-3ページの「環境ハンドル属性」を参照してく
ださい。
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オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作オブジェクト・キャッシュ操作
この項では、オブジェクト・キャッシュで使用される、オブジェクト・コピーを操作する重
要な関数について説明します。OCIのナビゲーショナル関数およびキャッシュまたはオブ
ジェクトの管理関数については、13-19ページの「OCIナビゲーショナル関数」にすべての
一覧が表示されています。

確保と確保と確保と確保と PIN解除解除解除解除  オブジェクト・コピーを確保すると、アプリケーションでそのコピーへの
REFを参照解除することによって、キャッシュ内のコピーにアクセスできるようになりま
す。

オブジェクトを PIN解除すると、オブジェクトが現在使用中でないことがキャッシュに対し
て示されます。不要になったオブジェクトは PIN解除してキャッシュからの暗黙的な解放の
対象にし、メモリーを解放してください。

解放解放解放解放  オブジェクト・コピーを解放すると、オブジェクト・コピーはキャッシュから削除さ
れ、使用されていたメモリーが解放されます。

マークとマーク解除マークとマーク解除マークとマーク解除マークとマーク解除  オブジェクトをマークすることで、キャッシュ内のオブジェクト・コ
ピーが更新されており、オブジェクト・コピーをフラッシュするときにサーバー内の対応す
るオブジェクトを更新する必要があることが、キャッシュに通知されます。

オブジェクトをマーク解除すると、オブジェクトが更新されたという指示が削除されます。

フラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ  オブジェクトをフラッシュすると、キャッシュ内のマークされたオブジェクト・
コピーに対して行ったローカルな変更が、サーバー内の対応するオブジェクトに書き込まれ
ます。それによって、オブジェクト・キャッシュ内のコピーのマークが解除されます。

リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ  キャッシュ内のオブジェクト・コピーをリフレッシュすると、そのコピーは、
サーバー内の対応するオブジェクトの最新値に置き換わります。

注意注意注意注意 : トップ・レベルトップ・レベルトップ・レベルトップ・レベルのオブジェクト・メモリーへのポインタは、リフレッシュ後も有
効です。2次レベル・メモリーへのポインタ（文字列テキスト・ポインタ、コレクショ
ンなど）は、リフレッシュ後に無効になる場合があります。

オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作オブジェクト・コピーをロードおよび削除するための操作
この項では、確保、PIN解除および解放の各機能を説明します。

オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保オブジェクト・コピーの確保
アプリケーションがオブジェクト・キャッシュ内の REFを参照解除する必要がある場合、
OCIObjectPin()をコールします。このコールによって REFが参照解除され、オブジェクト・
コピーがキャッシュ内に確保されます。オブジェクト・コピーは、確保されているかぎり、
アプリケーションからアクセス可能であることが保証されます。 OCIObjectPin()のバリエー
ションとして、OCIObjectArrayPin()があります。これは REFの配列を取得して、REFを参
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照解除し、オブジェクト・コピーを確保します。 OCIObjectPin()と OCIObjectArrayPin()の両
方で、PINオプションである any、recentまたは latestを受け付けます。PINオプションの
データ型は OCIPinOptです。

� any（OCI_PIN_ANY）オプションが指定される場合で、キャッシュ内にオブジェクト・
コピーがすでにある場合は、それをオブジェクト・キャッシュでただちに戻します。
キャッシュ内にオブジェクト・コピーがない場合、オブジェクト・キャッシュでは最新
のオブジェクト・コピーをデータベースからロードして、そのオブジェクト・コピーが
戻されます。anyオプションは、製品、販売員、ベンダー、販売領域、部品、事務所な
どの、読取り専用、情報、事実またはメタのオブジェクトに適しています。これらのオ
ブジェクトは、通常は頻繁に変更されることはなく、変更されてもその変更内容はアプ
リケーションに影響しません。

� latest（OCI_PIN_LATEST）オプションが指定される場合、オブジェクト・キャッシュ
では、データベースからの最新のオブジェクト・コピーをキャッシュにロードし、オブ
ジェクト・コピーがキャッシュにロックされていない限りは、そのコピーが戻されま
す。キャッシュにロックされている場合には、マークされたオブジェクト・コピーがた
だちに戻されます。オブジェクトがすでにキャッシュ内にあり、ロックされていない場
合は、最新のオブジェクト・コピーがロードされ、既存のコピーが上書きされます。
latestオプションは、発注情報、バグ、明細項目、銀行口座、株価などの操作オブジェ
クトに適しています。これらのオブジェクトは通常頻繁に変更され、プログラムではこ
れらのオブジェクトにできるだけ最新の状態でのアクセスが試行されます。

� recent（OCI_PIN_RECENT）オプションが指定される場合、2つの可能性が考えられま
す。

� 同じトランザクションにおいて、latestまたは recentオプションを使用して、オブ
ジェクト・コピーが以前に確保されている場合は、recentオプションは anyオプ
ションと同等になります。 

� 前述の条件が当てはまらない場合は、recentオプションは latestオプションと同等に
なります。

プログラムでオブジェクトが確保される場合、プログラムでは sessionまたは transactionと
いう 2つの可能な値の内の 1つが確保継続時間に指定されます。継続時間のデータ型は
OCIDurationです。

� 確保継続時間が session（OCI_DURATION_SESSION）の場合、セッションを終了する
まで（つまり接続の終了まで）、またはプログラムで（OCIObjectUnpin()をコールして）
明示的に PIN解除されるまで、オブジェクト・コピーは確保されたままとなります。

� 確保継続時間が transaction（OCI_DURATION_TRANS）の場合、トランザクションの
終了まで、または明示的に PIN解除されるまで、オブジェクト・コピーは確保されたま
まとなります。

オブジェクト・コピーをデータベースからキャッシュにロードするとき、実際にはキャッ
シュで次の命令が実行されます。

SELECT VALUE(t) FROM t WHERE REF(t) = :r
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tはオブジェクトを格納しているオブジェクト表であり、rは REFです。フェッチされた値
はキャッシュ内のオブジェクト・コピー値になります。

オブジェクト・キャッシュでは、実質的には別個の SELECT文が実行され、読込みコミット
済トランザクションで各オブジェクト・コピーがキャッシュにロードされます。オブジェク
ト・コピー相互の読取り一貫性は保証されません。

シリアライズ可能なトランザクションでは、オブジェクト・コピーをロードする SELECT文
は同じデータベース・スナップショットに基づいて実行されるため、recentまたは latestオ
ブジェクト・コピーの読取りは相互に一貫性が保たれます。

オブジェクト・キャッシュのモデルは、Oracleトランザクション・モデルに対して独立して
います。オブジェクト・キャッシュの動作は、トランザクション・モデルによって変わるこ
とはありません。ただし、同じプログラムを異なる複数のトランザクション・モデル（コ
ミット読込みとシリアライズ可能など）のもとで実行した場合、オブジェクト・キャッシュ
を介してサーバーから取り出したオブジェクトは、異なることがあります。

オブジェクト・コピーのオブジェクト・コピーのオブジェクト・コピーのオブジェクト・コピーの PIN解除解除解除解除
プログラムで使用しないオブジェクト・コピーは、PIN解除できます。PIN解除したオブ
ジェクト・コピーは、解放できます。キャッシュのメモリーが残り少なくなった場合は、オ
ブジェクト・コピーを完全に PIN解除すると同時にマーク解除し、キャッシュ内のそのコ
ピーを暗黙的解放の対象にする必要があります。オブジェクト・コピーを完全に PIN解除す
るには、N回確保した場合は N回 PIN解除する必要があります。 

PIN解除済でマーク未解除のオブジェクト・コピーは、フラッシュするか、ユーザーが明示
的にマーク解除しないと暗黙的解放の対象になりません。ただし、オブジェクト・キャッ
シュのメモリーが残り少なくなると、オブジェクト・キャッシュのオブジェクト・コピーは
暗黙的に解放されるので、PIN解除したオブジェクト・コピーを必ずしも解放する必要はあ
りません。暗黙的に解放されていないオブジェクト・コピーをプログラムで（anyまたは
recentオプションを指定して）再度確保した場合、同一のオブジェクト・コピーを入手する
ことになります。

アプリケーションでオブジェクト・コピーを PIN解除するには、OCIObjectUnpin()または
OCIObjectPinCountReset()をコールします。さらに、プログラムでは、特定の接続に対して
キャッシュ内のすべてのオブジェクト・コピーを完全に PIN解除するために、
OCICacheUnpin()をコールできます。

オブジェクト・コピーの解放オブジェクト・コピーの解放オブジェクト・コピーの解放オブジェクト・コピーの解放
オブジェクト・コピーの解放とは、オブジェクト・キャッシュからオブジェクト・コピーを
削除し、そのコピーが使用していたメモリーを解放することです。キャッシュのメモリーを
解放するには、次の 2通りの方法があります。

1. 明示的解放 - プログラムで OCIObjectFree()をコールして、キャッシュからオブジェク
ト・コピーを明示的に解放または削除します。この関数は、マークまたは確保されたオ
ブジェクト・コピーのいずれかを強制的に解放するオプションがあります。
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OCICacheFree()をコールしてキャッシュ内のすべてのオブジェクトを解放することもで
きます。

2. 暗黙的解放 - キャッシュのメモリーが残り少なくなった場合は、PIN解除済のオブジェ
クト・コピーとマーク解除済のオブジェクト・コピーの両方が、暗黙的に解放されま
す。マークされた、PIN解除済のオブジェクトは、オブジェクト・コピーをフラッシュ
またはマーク解除した場合にのみ、暗黙的解放の対象になります。 詳細は、13-5ページ
の「オブジェクト・キャッシュ・パラメータ」を参照してください。

メモリー管理を目的とする場合は、不要になったオブジェクトをアプリケーションで PIN解
除することが重要です。PIN解除したオブジェクトはキャッシュから削除される対象になる
ので、必要なときにキャッシュのメモリーをスムーズに解放できます。

OCIでは、クライアント側キャッシュにある参照されていないオブジェクトを解放する関数
は提供していません。

オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作オブジェクト・コピーを変更するための操作
この項では、オブジェクト・コピーをマークする関数とマークを解除する関数を説明しま
す。

オブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマークオブジェクト・コピーのマーク
 オブジェクト・コピーはキャッシュ内でローカルに作成、更新または削除できます。
（OCIObjectNew()をコールすることによって）キャッシュ内にオブジェクト・コピーを作成
すると、オブジェクト・キャッシュでオブジェクト・コピーに挿入のマークが付けられま
す。そのため、このオブジェクト・コピーをフラッシュすると、オブジェクトがサーバーに
挿入されます。

オブジェクト・コピーがキャッシュ内で更新された場合、ユーザーは、オブジェクト・コ
ピーに更新のマークを付ける（OCIObjectMarkUpdate()をコールする）ことによって、オブ
ジェクト・キャッシュに通知する必要があります。オブジェクト・コピーをフラッシュする
と、サーバー内の対応するオブジェクトが、オブジェクト・コピーの値に更新されます。

オブジェクト・コピーが削除された場合、そのオブジェクト・コピーは
（OCIObjectMarkDelete()をコールすることにより）オブジェクト・キャッシュ内で削除の
マークが付けられます。オブジェクト・コピーをフラッシュすると、サーバー内の対応する
オブジェクトが削除されます。マークされたオブジェクト・コピーのメモリーは、そのコ
ピーをフラッシュして PIN解除しないかぎり解放されません。プログラムで削除マーク付き
のオブジェクトを確保すると、参照先のない参照を参照解除した場合と同様のエラーになり
ます。

1つのオブジェクト・コピーを複数回変更した場合、そのコピーをフラッシュしたときに
サーバーのオブジェクトに適用されるのは、最後の変更結果です。たとえば、オブジェク
ト・コピーを更新した後で削除した場合、オブジェクト・コピーをフラッシュすると、サー
バーのオブジェクトは単に削除されます。同様に、オブジェクト・コピーの属性を複数回更
新した場合、オブジェクト・コピーをフラッシュしたときにサーバーで更新されるのは、属
性の最終的な値です。
オブジェクトのキャッシュおよび ナビゲーション 13-9



オブジェクト・キャッシュおよびメモリー管理
プログラムでは、オブジェクト・コピーがオブジェクト・キャッシュにロードされている場
合のみ、オブジェクト・コピーを更新されたまたは削除済としてマークすることができま
す。

オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除オブジェクト・コピーのマーク解除
オブジェクト・キャッシュ内のマークされたオブジェクト・コピーは、マーク解除できま
す。マークされたオブジェクト・コピーをマーク解除すると、オブジェクト・コピーに対し
て行った変更内容はサーバーにフラッシュされません。オブジェクト・キャッシュのオブ
ジェクト・コピーに対してすでに行ったローカルな変更内容は、取り消されません。

プログラムでオブジェクトをマーク解除するには、OCIObjectUnmark()をコールします。さ
らに、OCICacheUnmark()をコールして、特定の接続に対して、キャッシュ内のすべてのオ
ブジェクト・コピーをマーク解除することもできます。

オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作オブジェクト・コピーをサーバーと同期化するための操作
この項では、キャッシュとサーバーの同期化操作（フラッシュ、リフレッシュ）を説明しま
す。

変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ変更をサーバーにフラッシュ
キャッシュ内のマークされたオブジェクト・コピーに対するローカルな変更は、オブジェク
ト・コピーをフラッシュしたときにサーバーに書き込まれます。プログラムで単一のオブ
ジェクト・コピーをフラッシュするには、OCIObjectFlush()をコールします。または、
OCICacheFlush()をコールして、キャッシュ内のすべてのマークされたオブジェクト・コ
ピーをフラッシュするか、リストに選択されているマークされたオブジェクト・コピーをフ
ラッシュできます。OCICacheFlush()は、特定のサービス・コンテキストに関連付けられた
オブジェクトをフラッシュします。16-9ページの OCICacheFlush()を参照してください。

オブジェクト・コピーをフラッシュすると、そのオブジェクト・コピーはマーク解除されま
す（フラッシュ後にオブジェクトはサーバーでロックされます。そのため、キャッシュ内の
オブジェクト・コピーはロック状態とマークされます）。

注意注意注意注意 : OCICacheFlush()操作では、複数のオブジェクトがフラッシュされる場合でも、
サーバー・ラウンドトリップは１回のみです。

ある型の使用済オブジェクトのみをフラッシュする場合、OCICacheFlush()コールのオプ
ションの引数であるコールバック関数を使用して行うことが可能です。目的のオブジェクト
のみを戻すコールバックを定義します。この場合でも、フラッシュに対し、サーバー・ラウ
ンドトリップが 1回のみ発生します。

OCICacheFlush()のデフォルト・モードでは、オブジェクトは使用済とマークされるように
フラッシュされます。このフラッシュ操作のパフォーマンスは、環境ハンドル内で
OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSH属性を設定すると、非常に向上します。A-3ページの
「OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSH」を参照してください。
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ただし、OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSHモードは、オブジェクトがフラッシュされる
順序が重要でない場合にのみ使用することができます。このモード中は、使用済オブジェク
トはまとめてグループ化され、サーバーによる表の更新が効率的に行われるような方法で
サーバーに送信されます。このモードが有効なときは、オブジェクトが使用済としてマーク
される順序の維持は保証されません。

オブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュオブジェクト・コピーのリフレッシュ
オブジェクト・コピーをリフレッシュすると、サーバー内の対応するオブジェクトの最新値
が、オブジェクト・コピーに再ロードされます。最新値は、その他のコミット済トランザク
ションでの変更や、同じトランザクションで（オブジェクト・キャッシュを介さずに）直接
サーバー内で行った変更を含む場合があります。プログラムでは、SQL DMLまたはトリ
ガー、ストアド・プロシージャを使用して、サーバー内のオブジェクトを直接変更できま
す。

プログラムで、マークされたオブジェクト・コピーをリフレッシュするには、まずオブジェ
クト・コピーをマーク解除する必要があります。PIN解除したオブジェクト・コピーは、リ
フレッシュすると（つまりキャッシュ全体をリフレッシュすると）単に解放されます。

プログラムで単一のオブジェクト・コピーをリフレッシュするには、OCIObjectRefresh()を
コールします。または、OCICacheRefresh()をコールして、キャッシュ内のすべてのオブジェ
クト・コピー、トランザクションでロードしたすべてのオブジェクト・コピー（つまり、
「最近」または「最新」オプションを指定して確保したオブジェクト・コピー）、またはリス
トに選択されたオブジェクト・コピーのいずれかをリフレッシュできます。

オブジェクトをサーバーにフラッシュするときに、トリガーを起動してさらに多くのサー
バー内のオブジェクトを変更できます。その場合、オブジェクト・キャッシュ内の（トリ
ガーによって変更したオブジェクトと）同一のオブジェクトは最新の状態ではなくなり、リ
フレッシュしないとロックまたはフラッシュできません。

各種のメタ属性フラグおよびオブジェクト継続時間は、表 13-1で説明するとおり、リフレッ
シュされた後で変更されます。

リフレッシュ実行時、オブジェクト・キャッシュでは新しいデータがオブジェクト・コピー
のトップ・レベル・メモリーにロードされます。つまりトップ・レベル・メモリーは再使用
されます。 オブジェクト・コピーのトップ・レベル・メモリーには、オブジェクトのインラ

表表表表 13-1  リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性リフレッシュ後のオブジェクト属性 

オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性 リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態

既存 適切な値に設定

確保済 未変更

フラッシュ済 リセット

割当て時間 未変更

確保継続時間 未変更
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イン属性が入っています。その反対に、アウト・ライン属性はサイズ変更ができるので、オ
ブジェクト・コピーのアウト・ライン属性のメモリーは解放して再配置できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オブジェクト・メモリーの詳細は、13-16ページの「インスタンスのメモ
リー・レイアウト」を参照してください。

オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作オブジェクトのロック操作
この項では、オブジェクトのロックに関連する OCI関数について説明します。

更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック更新するためのオブジェクトのロック
プログラムでは、オプションで OCIObjectLock()をコールして、更新するオブジェクトを
ロックできます。このコールは、データベースのオブジェクトに対する行ロックの実行をオ
ブジェクト・キャッシュに指示します。これは、次のようにして実行します。

SELECT NULL FROM t WHERE REF(t) = :r FOR UPDATE

tはロックするオブジェクトを格納しているオブジェクト表であり、rはオブジェクトを識
別する REFです。OCIObjectLock()をコールすると、オブジェクト・キャッシュ内のオブ
ジェクト・コピーがロック状態とマークされます。

オブジェクトのグラフまたはオブジェクトの集合をロックするには、オブジェクトごとに 1
回ずつ OCIObjectLock()のコールが必要です。配列確保の OCIObjectArrayPin()コールを使用
すると、より効率よく実行できます。

 オブジェクトをロックすることにより、キャッシュのオブジェクトが最新のものであること
をアプリケーションで保証します。オブジェクトがアプリケーションでロックされている間
は、その他のトランザクションはそのオブジェクトを変更できません。

トランザクションの最後には、すべてのロックがサーバーによって自動的に解放されます。
オブジェクト・コピーのロック状態標識はリセットされます。

NOWAITオプションを使用したロックオプションを使用したロックオプションを使用したロックオプションを使用したロック
ロックしようとしているオブジェクトが、現在別のユーザーによってロックされている場合
があります。この場合、アプリケーションはブロックされます。

オブジェクトをロックする際にブロッキングを避けるためには、アプリケーションで
OCIObjectLock()コールのかわりに OCIObjectLockNoWait()コールを使用できます。この関数
では、別のユーザーによるロックのためオブジェクトをロックできない場合は、すぐにエ
ラーが戻されます。

NOWAITオプションは、OCI_LOCK_X_NOWAITの値をロック・オプション・パラメータ
として渡すことによって、コールを確保するためにも利用できます。
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最適ロックの実現最適ロックの実現最適ロックの実現最適ロックの実現
OCIアプリケーションに最適ロックをインプリメントするには、2つのオプションを使用し
ます。

オプションオプションオプションオプション 1
第 1の最適ロック・オプションは、シリアライズ可能なレベルでトランザクションを実行す
る OCIアプリケーションのためのオプションです。

Oracle OCIでは、オブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトをロックせずに参照解除して
確保し、キャッシュ内でそのオブジェクトを変更し（ロックなしで）、使用済になったオブ
ジェクトをデータベースにフラッシュするコールをサポートしています。

トランザクションの開始以降、使用済オブジェクトが、別のコミット済トランザクションに
よって変更された場合、フラッシュの間に、シリアライズ不能トランザクションのエラーが
戻されます。トランザクションの開始以降、別のトランザクションで変更された使用済オブ
ジェクトがない場合は、変更内容はデータベースに正常に書き込まれます。

注意注意注意注意 :  OCITransCommit()で、トランザクションをコミットする前に、まず使用済オブ
ジェクトをデータベースにフラッシュします。

この機能により、最適ロック・モデルが効果的にインプリメントされます。

オプションオプションオプションオプション 2
アプリケーションでは、オブジェクトの変更検出モードを使用可能に切替えられます。この
ためには、環境ハンドルの OCI_ATTR_OBJECT_DETECTCHANGE属性の値に TRUEを設
定します。

このモードがアクティブのときは、別のオブジェクトがコミットしたトランザクションに
よってサーバー内で変更されているオブジェクトをフラッシュしようとすると、アプリケー
ションに ORA-08179エラー（平行性チェックに失敗しました。）が戻されます。この後、ア
プリケーションではこのエラーを適切な方法で処理できます。

オブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバックオブジェクト・アプリケーションでのコミットおよびロールバック
トランザクションをコミットすると（OCITransCommit()）、すべてのマークされたオブジェ
クトがサーバーにフラッシュされます。トランザクション継続時間を指定して確保したオブ
ジェクト・コピーは、PIN解除されます。

トランザクションをロールバックすると、すべてのマークされたオブジェクトがマーク解除
されます。トランザクション継続時間を指定して確保したオブジェクト・コピーは、PIN解
除されます。

オブジェクト継続時間オブジェクト継続時間オブジェクト継続時間オブジェクト継続時間
メモリーに空き領域を維持するため、オブジェクト・キャッシュでは、可能な限りオブジェ
クトのメモリーの再使用を試みます。オブジェクトの存続期間（割当て時間）またはオブ
ジェクトの確保継続時間が期限切れとなると、オブジェクト・キャッシュでオブジェクトの
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メモリーを再使用します。割当て時間は、OCIObjectNew()でオブジェクトを作成するときに
設定されます。確保継続時間は、OCIObjectPin()でオブジェクトを確保するときに設定され
ます。継続時間値のデータ型は OCIDurationです。

注意注意注意注意 : オブジェクトの確保継続時間は、オブジェクトの割当て時間より長くは設定でき
ません。

オブジェクトの割当て時間が終わりに達すると、オブジェクトは自動的に削除され、メモ
リーが再使用可能になります。確保継続時間はオブジェクトのメモリーを再使用できる時期
を示し、キャッシュがいっぱいになるとメモリーは再使用されます。

OCIでは、次の 2つの事前定義済みの継続時間をサポートします。

1. トランザクション（OCI_DURATION_TRANS）

2. セッション（OCI_DURATION_SESSION）

トランザクション継続時間は、トランザクションが終了（コミットまたは異常終了）した時
点で期限切れになります。セッション継続時間は、セッションまたは接続が終了した時点で
期限切れになります。

アプリケーションでは、OCIObjectUnpinを使用するオブジェクトを明示的に PIN解除でき
ます。個々のオブジェクトの明示的な PIN解除を最小限にするには、関数 OCICacheUnpin
を使用し、オブジェクト・キャッシュ内で現在確保済であるすべてのオブジェクトを PIN解
除します。デフォルトでは、すべてのオブジェクトは、確保継続時間終了時に確保を解除さ
れます。

継続時間例継続時間例継続時間例継続時間例
表 13-2は、アプリケーションで、異なる継続時間を使用する方法を示しています。このアプ
リケーションでは、1つの接続と 3つのトランザクションで、4つのオブジェクトを作成ま
たは確保しています。最初の列はデータベースで実行されるアクションを示し、2番目の列
はそのアクションを実行する関数を示しています。残りの列はアプリケーションの各ポイン
トでの各種オブジェクトの状態を示しています。

たとえば、オブジェクト 1は、T2で期間を接続継続時間として作成されてから、接続が終
了する T19まで存在します。オブジェクト 2は、T6でフェッチされた後、期間をトランザ
クション継続時間として T7で確保され、トランザクションがコミットされる T9まで確保さ
れたままとなります。
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表表表表 13-2  割当て時間および確保継続時間の例割当て時間および確保継続時間の例割当て時間および確保継続時間の例割当て時間および確保継続時間の例 

時間時間時間時間 アプリケーションのアクションアプリケーションのアクションアプリケーションのアクションアプリケーションのアクション 関数関数関数関数
オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
1

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
2

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
3

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
4

T1 接続を確立する

T2 オブジェクト 1を作成する - 
割当て時間 = 接続

OCIObjectNew() 既存

T5 トランザクション 1を開始す
る

OCITransStart() 既存

T6 SQL - REFをオブジェクト 2
にフェッチする

既存

T7 オブジェクト 2を確保する - 
確保継続時間 = トランザク
ション

OCIObjectPin() 既存 確保済

T8 アプリケーション・データを
処理する

既存 確保済

T9 トランザクション 1をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 PIN解除

T10 トランザクション 2を開始す
る

OCITransStart() 既存

T11 オブジェクト 3を作成する - 
割当て時間 = トランザクショ
ン

OCIObjectNew() 既存 既存

T12 SQL - REFをオブジェクト 4
にフェッチする

既存 既存

T13 オブジェクト 4を確保する -
確保継続時間 = 接続

OCIObjectPin() 既存 既存 確保済

T14 トランザクション 2をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 削除済 確保済

T15 セッション 1を終了する OCIDurationEnd() 既存 確保済

T16 トランザクション 3を開始す
る

OCITransStart() 既存 確保済

T17 アプリケーション・データを
処理する

既存 確保済

T18 トランザクション 3をコミッ
トする

OCITransCommit() 既存 確保済

T19 接続を終了する 削除済 PIN解除
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの関数に渡すことができるパラメータ値の詳細は、第 16章「OCIナビ
ゲーショナル関数と型関数」の OCIObjectNew()および OCIObjectPin()の説明を参照してく
ださい。

割当て時間が期限切れになる前にオブジェクト・メモリーを解放する場合の詳細は、
10-30ページの「オブジェクトの作成」を参照してください。

インスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウトインスタンスのメモリー・レイアウト
メモリーのインスタンスは、インスタンスのトップ・レベル・メモリー・チャンク、NULL
標識構造体のトップ・レベル・メモリー、およびオプションとして多数の 2次メモリー・
チャンクで構成されています。たとえば、次のような DEPARTMENTという行の型がある
とします。

CREATE TYPE department AS OBJECT
( dep_name      varchar2(20),
budget        number,
 manager       person,            /* person is an object type */
employees     person_array );   /* varray of person objects */

この C表現は次のようになります。

struct department
{
OCIString * dep_name;
OCINumber budget;
struct person manager;
OCIArray * employees;
);
typedef struct department department;

DEPARTMENTの各インスタンスは、dep_name、budget、manager、employeesなど
のトップ・レベル属性が入ったトップ・レベル・メモリー・チャンクを持ちます。
dep_name属性と employees属性は、実際にはそれ自体が追加メモリー（2次メモリー・
チャンク）へのポインタです。2次メモリーは、埋込みインスタンスの実データを入れるた
めに使用されます（employeesの varrayや dep_nameの文字列など）。

NULL標識構造体のトップ・レベル・メモリーには、インスタンスのトップ・レベル・メモ
リー・チャンクにある属性の NULL状態が入っています。この例では、NULL構造体の
トップ・レベル・メモリーに、属性 dep_name、budget、manager、employeesの
NULL状態と属性 employeesのアトミック NULLが入っています。
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オブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーションオブジェクト・ナビゲーション
この項では、OCIアプリケーションでオブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトのグラフ
をナビゲートする方法を説明します。

単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション単純なオブジェクト・ナビゲーション
これまでの項に示した例では、アプリケーションで取り出したオブジェクトは単純なオブ
ジェクトであり、その属性はすべてスカラー値でした。アプリケーションで、別のオブジェ
クトへの REFである属性を持つオブジェクトを取り出すには、OCIコールを使用してオブ
ジェクト・グラフを横断し、参照されているインスタンスにアクセスします。

たとえば、次の宣言でデータベースに新しい型を定義したとします。

CREATE TYPE person_t AS OBJECT
(  name          VARCHAR2(30),
  mother          REF person_t,
  father          REF person_t);

person_tオブジェクトのオブジェクト表は、次の文を使用して作成します。

CREATE TABLE person_table OF person_t;

これで person_t型のインスタンスをこの型指定表に格納できます。person_tの各イン
スタンスには、同じ表に格納される他の 2つのオブジェクトへの参照が含まれています。
NULL参照は、親に関する情報がないことを表します。

オブジェクト・グラフは、オブジェクト・インスタンス間の REFリンクを視覚的に表現した
ものです。たとえば、次のページの図 13-2「person_tインスタンスのオブジェクト・グラ
フ」に、1オブジェクトから別のオブジェクトへのリンクを示す person_tインスタンスの
オブジェクト・グラフを示します。円はオブジェクトを表し、矢印は他のオブジェクトへの
参照を表しています。
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図図図図 13-2  person_tインスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフインスタンスのオブジェクト・グラフ

この場合、各オブジェクトは、同一オブジェクトの他の 2つのインスタンスへのリンクを持
ちます。これ以外のケースも考えられます。オブジェクトがその他のオブジェクト型へのリ
ンクを持つ場合もあります。その他の型のグラフも可能です。たとえば、オブジェクトの集
合をリンク・リストとしてインプリメントする場合は、オブジェクト・グラフを単純な連鎖
とみなすことができます。この場合、各オブジェクトは、リンク・リストの前にあるオブ
ジェクトまたは次にあるオブジェクト（あるいはその両方）を参照します。

この章の前半で説明した方法を使用して、person_tインスタンスへの参照を取り出し、次
にそのインスタンスを確保できます。OCIには、1つのオブジェクトから別のオブジェクト
をたどることでオブジェクト・グラフを横断できる機能があります。

一例として、アプリケーションで前述のグラフの person1インスタンスをフェッチし、
pers_1として確保すると想定します。これを行うと、アプリケーションでは person1の
motherインスタンスにアクセスし、2次 PINオペレーションを介してそれを pers_2に確
保することができます。

OCIObjectPin(env, err, pers_1->mother, OCI_PIN_ANY, OCI_DURATION_TRANS, OCI_LOCK_X, 
(OCIComplexObject *) 0, &pers_2);

この場合、2つ目のインスタンスを取り出すための OCIのフェッチ操作は必要ありません。

person1

M F

person2

M F

person3

M F

person4

M F

person5

M F

person6

M F

NULL
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アプリケーションでは、次に、person1の fatherインスタンスを確保するか、person2の
参照リンクで操作できます。

注意注意注意注意 :  NULLまたは参照先がない REFを確保しようとすると、OCIObjectPin()コールに
エラーが生じます。

OCIナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数ナビゲーショナル関数
この項では、OCIナビゲーショナル関数をまとめて簡単に説明します。関数は一般的な機能
別にグループ化してあります。これらの各関数の詳細は、第 16章「OCIナビゲーショナル
関数と型関数」を参照してください。

これらの関数の使用方法については、この章の初めの項で説明しています。

ナビゲーショナル関数は、機能の種類によって異なる接頭辞を付ける命名計画に従っていま
す。

OCICache*() - キャッシュ操作の関数

OCIObject*() - 個々のオブジェクトを操作する関数

確保確保確保確保 /PIN解除解除解除解除 /解放関数解放関数解放関数解放関数
オブジェクトの確保、PIN解除または解放を行うには、次の関数を使用します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCICacheFree() キャッシュの全インスタンスを解放する

OCICacheUnpin() キャッシュまたは接続で永続オブジェクトを PIN解除する

OCIObjectArrayPin() 参照の配列を確保する

OCIObjectFree() スタンドアロン・インスタンスを解放し、PIN解除する

OCIObjectPin() オブジェクトを確保する

OCIObjectPinCountReset() オブジェクトを PIN解除して確保カウントをゼロにする

OCIObjectPinTable() 継続時間を指定して表オブジェクトを確保する

OCIObjectUnpin() オブジェクトを PIN解除する
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フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数フラッシュおよびリフレッシュ関数
変更したオブジェクトをサーバーにフラッシュするには、次の関数を使用します。

マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数マークおよびマーク解除関数
アプリケーションでメタ属性の 1つを変更してオブジェクトのマークまたはマーク解除を行
うには、次の関数を使用します。

オブジェクトのメタ属性アクセス関数オブジェクトのメタ属性アクセス関数オブジェクトのメタ属性アクセス関数オブジェクトのメタ属性アクセス関数
アプリケーションでオブジェクトのメタ属性にアクセスするには、次の関数を使用します。

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCICacheFlush() キャッシュ内の変更済永続オブジェクトをサーバーに
フラッシュする

OCIObjectFlush() 単一の変更済永続オブジェクトをサーバーにフラッシュ
する

OCICacheRefresh() キャッシュ内の確保済永続オブジェクトをリフレッシュ
する

OCIObjectRefresh() 単一の永続オブジェクトをリフレッシュする

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIObjectMarkDelByRef() REFを指定してオブジェクトを削除済とマークする

OCIObjectMarkUpd() オブジェクトを更新されたまたは使用済とマークする

OCIObjectMarkDel() オブジェクトを削除済とマークするか、または値インス
タンスを削除する

OCICacheUnmark() キャッシュ内の全オブジェクトをマーク解除する

OCIObjectUnmark() 指定のオブジェクトを更新されたとマークする

OCIObjectUnmarkByRef() REFを指定してオブジェクトに更新されたことをマーク
する

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIObjectExists() インスタンスの既存状態を取得する

OCIObjectFlushStatus() インスタンスのフラッシュ状態を取得する

OCIObjectGetInd() インスタンスの NULL構造体を取得する
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その他の関数その他の関数その他の関数その他の関数
次の関数は、OCIアプリケーションにその他のオブジェクト機能を提供します。

OCIObjectIsDirtied() オブジェクトに更新されたのマークが付いているかどうか

OCIObjectIsLocked() オブジェクトはロック状態かどうか

関数関数関数関数 用途用途用途用途

OCIObjectCopy() 1つのインスタンスを別のインスタンスにコピーする

OCIObjectGetObjectRef() 指定のオブジェクトへの参照を戻す

OCIObjectGetTypeRef() インスタンスの TDOへの参照を取得する

OCIObjectLock() 永続オブジェクトをロックする

OCIObjectLockNoWait() NOWAITモードでオブジェクトをロックする

OCIObjectNew() 新規インスタンスを作成する

関数関数関数関数 用途用途用途用途
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オブジェクト型トランスレータの使
14

オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法

この章では、オブジェクト型トランスレータ（OTT）について説明します。OTTを使用する
と、データベース・オブジェクト・タイプや名前付きコレクション型を C構造体にマップし
て、OCIアプリケーションおよび Pro*C/C++アプリケーションで使用できます。この章は、
次のトピックで構成されています。

� OTTの概要

� オブジェクト型トランスレータの使用方法

� OTTのコマンドライン

� intypeファイル

� OTTデータ型マッピング

� outtypeファイル

� OCIアプリケーションでの OTTの使用方法

� OTTの参照

注意注意注意注意 : 特に Pro*C/C++の詳細は、『Oracle8i Pro*C/C++プリコンパイラ・プログラ
マーズ・ガイド』を参照してください。 
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OTTの概要
OTTの概要の概要の概要の概要
オブジェクト型トランスレータ（Object Type Translator: OTT）は、Oracle Serverでユー
ザー定義型を使用する C言語アプリケーションを開発するのに役立ちます。

SQL CREATE TYPE文を使用して、オブジェクト型を作成できます。これらの型の定義を
データベースに格納しておき、データベースの表を作成するときに使用できます。これらの
表を作成すると、OCIまたは Pro*C/C++のプログラマは、表に格納されたオブジェクトに
アクセスできます。

オブジェクト・データにアクセスするアプリケーションでは、データをホスト言語形式で表
現する必要があります。これは、オブジェクト型を C構造体として表現することによって実
現できます。プログラマがデータベース・オブジェクト・タイプを表す構造体宣言を、手入
力でコーディングすることは可能です。しかし、多くの型がある場合、この作業は時間がか
かり、エラーを生む原因になることも少なくありません。OTTを使用して適切な構造体宣言
を自動的に生成することにより、このステップを単純化できます。Pro*C/C++のアプリ
ケーションでは、OTTで生成したヘッダー・ファイルを組み込むだけで済みます。OCIの
アプリケーションでは、OTTで生成された初期化関数をコールします。

OTTは、格納済のデータ型を表す構造体を作成するのみでなく、オブジェクト型またはその
フィールドが NULLかどうかを示すパラレル標識構造体も生成します。

オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法オブジェクト型トランスレータの使用方法
オブジェクト型トランスレータ（OTT）は、オブジェクト型と名前付きコレクション型の
データベース定義を、OCIまたは Pro*C/C++アプリケーションに組み込める C構造体宣言
に変換します。

OTTを明示的に起動し、データベース型を C表現に変換してください。 

ほとんどのオペレーティング・システムでは、コマンドラインから OTTを起動します。
intypeファイルを入力とし、outtypeファイル、１つ以上の Cヘッダー・ファイル、および
オプションの実装ファイルを生成します。OTTを起動するコマンドの例を次に示します。

ott userid=scott/tiger intype=demoin.typ outtype=demoout.typ code=c hfile=demo.h

このコマンドで、OTTをユーザー名 'scott'およびパスワード 'tiger'でデータベースに接
続し、intypeファイル（demoin.typ）の指示に従ってデータベース型を C構造体に変換
します。その結果生成された構造体は、codeパラメータで指定したホスト言語（C言語）
用としてヘッダー・ファイル（demo.h）に出力されます。outtypeファイル
（demoout.typ）では、その変換についての情報を受け取ります。

各パラメータについては、この章のこの後の項目で詳しく説明します。

demoin.typファイルの例

CASE=LOWER
TYPE employee
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demoout.typファイルの例

CASE = LOWER
TYPE EMPLOYEE AS employee
  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h

この例では、demoin.typファイルに、TYPEが前に付く変換対象の型（たとえば、TYPE 
employee）があります。outtypeファイルの構造体は、intypeファイルに似ており、OTT
で取得した情報が追加されます。

OTTによる変換が終了すると、ヘッダー・ファイルには、intypeファイルで指定した各型
の C構造体表現と、各型に対応したNULL標識構造体が入っています。たとえば、intype
ファイルにリストされた employee型が次のように定義されたとします。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(
    name       VARCHAR2(30),
    empno      NUMBER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary    NUMBER
);

OTTで生成されたヘッダー・ファイル（demo.h）には、その他の項目の中に、次の宣言が
含まれます。

struct employee
{
    OCIString * name;
    OCINumber empno;
    OCINumber deptno;
    OCIDate   hiredate;
    OCINumber salary;
};
typedef struct emp_type emp_type;

struct employee_ind
{
    OCIInd _atomic;
    OCIInd name;
    OCIInd empno;
    OCIInd deptno;
    OCIInd hiredate;
    OCIInd salary;
};
typedef struct employee_ind employee_ind;
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注意注意注意注意 : intypeファイルのパラメータで、生成済構造体の命名方法を制御します。この例
では、構造体名の employeeはデータベース型名の employeeと合致します。構造体名
には小文字を用います。intypeファイル内に CASE=lowerの行があるためです。

構造体宣言（OCIString、OCIIndなど）のデータ型は、特殊なデータ型です。これらの
型の詳細は、14-9ページの「OTTデータ型マッピング」を参照してください。

次の各項では、OTTの使用方法をそれぞれの局面から説明します。

� データベースでの型の作成

� OTTの起動

� OTTのコマンドライン

� intypeファイル

� OTTデータ型マッピング

� NULL標識構造体

� outtypeファイル

この章の残りの各項では、OCIでの OTTの使用方法を説明します。その後に続く参照の項
では、コマンドライン構文、パラメータ、intypeファイルの構造、ネストした #include
ファイルの生成、スキーマ名の使用方法、デフォルトの名前マッピング、および制限事項を
説明します。

データベースでの型の作成データベースでの型の作成データベースでの型の作成データベースでの型の作成
OTTを使用するとき、最初のステップは、オブジェクト型または名前付きコレクション型を
作成してデータベースに格納することです。そのためには、SQL CREATE TYPE文を使用し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  CREATE TYPE文の詳細は、『Oracle8i  SQLリファレンス』を参照してくだ
さい。

OTTの起動の起動の起動の起動
次のステップは、OTTの起動です。OTTパラメータは、コマンドラインで、または構成
ファイルをコールしたファイルで指定できます。一部のパラメータは intypeファイルでも指
定できます。

1つのパラメータを複数箇所に指定した場合、コマンドラインの値が intypeファイルの値よ
り優先されます。intypeファイルの値はユーザー定義の構成ファイルの値より優先されま
す。ユーザー定義の構成ファイルの値は、デフォルトの構成ファイルの値より優先されま
す。
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コマンドラインコマンドラインコマンドラインコマンドライン
コマンドラインに設定されたパラメータ（オプションとも呼ばれます）は、他で設定された
パラメータを上書きします。詳細は、次の項の「OTTのコマンドライン」を参照してくださ
い。

構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル
構成ファイルは、OTTパラメータが入っているテキスト・ファイルです。ファイル内の空白
以外の各行には、1つのオプションと、それに対応付けられた 1つ以上の値が入っています。
1行に 2つ以上のパラメータを指定した場合は、最初のパラメータのみが使用されます。構
成ファイルの空白以外の行では、空白は使用できません。

構成ファイルは、コマンドラインで名前を付けることができます。さらに、デフォルトの構
成ファイルは常に読み込まれます。このデフォルトの構成ファイルは常に存在している必要
がありますが、空でも構いません。デフォルトの構成ファイルの名前は ottcfg.cfgであり、構
成ファイルの位置はシステム固有の設定です。 たとえば、Solarisのファイル指定は
$ORACLE_HOME/precomp/admin/ottcfg.cfgです。詳細は、プラットフォームのマニュアルを
参照してください。

intypeファイルファイルファイルファイル
intypeファイルは、変換する OTTのユーザー定義型のリストです。 

パラメータの CASE、hfile、initfuncおよび initfileは intypeファイルに入れ ることができ
ます。詳細は、14-7ページの「intypeファイル」を参照してください。

OTTのコマンドラインのコマンドラインのコマンドラインのコマンドライン
ほとんどのプラットフォームでは、コマンドラインから OTTを起動します。入出力ファイ
ルやデータベース接続情報などを指定できます。プラットフォームでの OTTの起動方法に
ついては、プラットフォーム固有のマニュアルを参照してください。 

例例例例 1  コマンドラインから OTTを起動する例を次に示します。

ott userid=bren/bigkitty intype=demoin.typ outtype=demoout.typ code=c hfile=demo.h

注意注意注意注意 : 等号（=）の両側には空白を挿入しません。

次の各項では、この例で使用しているコマンドラインの要素を説明します。

様々な OTTコマンドライン・オプションの詳細は、14-21ページの「OTTの参照」を参照
してください。

OTT
OTTを起動します。必ずコマンドラインの先頭に置きます。
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userid
OTTが使用するデータベース接続情報を指定します。

例 1では、OTTはユーザー名 'bren'およびパスワード 'bigkitty'で接続を試みます。

intype
使用する intypeファイルの名前を指定します。

例 1では、intypeファイルの名前を demoin.typと指定しています。

outtype
outtypeファイルの名前を指定します。OTTで Cヘッダー・ファイルを生成すると、変換さ
れた型の情報が outtypeファイルに書き込まれます。このファイルには、変換された各型の
エントリが、バージョン文字列および C表現を書き込んだヘッダー・ファイルとともに含ま
れています。

14-5ページの「例 1」では、outtypeファイルの名前は demoout.typのように指定されま
す。

注意注意注意注意 : outtypeのキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合は、OTTを
実行するとそれが上書きされます。outtypeファイル名が intypeファイル名と同じであ
れば、outtypeファイル内の情報によって intypeファイルが上書きされます。

code
変換の目標言語を指定します。次のオプションがあります。

� C（ANSI_Cと等価）

� ANSI_C（ANSI C対応）

� KR_C （Kernighan & Ritchie C対応）

現在はデフォルト・オプションがないため、このパラメータは必須です。

構造体の宣言は、両方の C言語において同一です。initfileファイルで定義されている初期
化関数の定義スタイルは、KR_Cが使用されるかどうかによって異なります。initfileオプ
ションを使用しない場合、3つのオプションはすべて等価です。

hfile
生成された構造体を書き込む Cヘッダー・ファイルの名前を指定します。 

14-5ページの「例 1」では、生成される構造体は demo.hと呼ばれるファイルに格納されま
す。
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注意注意注意注意 : hfileキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合は、次の例外を除
いて、OTTを実行すると上書きされます。OTTによって生成されるファイルの内容が、
ファイルの前の内容と同一の場合、OTTは実際にはファイルへ書込みをしません。これ
により、ファイルの変更時間を節約でき、UNIXのmakeおよび他のプラットフォーム
の類似した機能で、不必要な再コンパイルが実行されません。

initfile
初期化関数を格納する Cソース・ファイルの使用を指定します。 

注意注意注意注意 : initfileキーワードで指定されるファイルがすでに存在する場合は、次の例外
を除いて、OTTを実行すると上書きされます。OTTによって生成されるファイルの内
容が、ファイルの前の内容と同一の場合、OTTは実際にはファイルへ書込みをしませ
ん。これにより、ファイルの変更時間を節約でき、UNIXのmakeおよび他のプラット
フォームの類似した機能で、不必要な再コンパイルが実行されません。

initfunc
initfileに定義する初期化関数の名前を指定します。

このパラメータを使用せず初期化関数を生成すると、初期化関数の名前は、initfileの基本名
と同一になります。

intypeファイルファイルファイルファイル
intypeファイルによって、OTTの実行時に変換されるデータベース型が OTTに通知され、
生成された構造体のネーミングが制御されます。ユーザー作成ファイル、または前回 OTT
を起動したときの outtypeファイルを intypeファイルにすることができます。intypeパラ
メータを使用しない場合、OTTが接続するスキーマにあるすべての型が変換されます。

簡単なユーザー作成 intypeファイルの例を次に示します。

CASE=LOWER
TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE item
TYPE "Person"
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

第 1行では、CASEキーワードによって、生成された C識別子を小文字にすることを指示し
ています。ただし、この CASEオプションは、intypeファイルに明示的に記述されていない
識別子にのみ適用されます。そのため、常に employeeは employee、ADDRESSは ADDRESS
という C構造体になります。これらの構造体のメンバーは、小文字で名前が付けられます。
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関連項目関連項目関連項目関連項目 : CASEオプションの詳細は、14-26ページの「CASE」の説明を参照してくだ
さい。

TYPEキーワードで始まる行は、データベースで変換する型を指定します。この例では、
EMPLOYEE型、ADDRESS型、ITEM型、PERSON型および PURCHASE_ORDER型です。

TRANSLATE...ASキーワードでは、オブジェクト型を C構造体に変換するときに、オブ
ジェクト属性の名前を変更することを指定しています。この場合は、employee型の
SALARY$属性が salaryに変換されます。

最終行の ASキーワードでは、オブジェクト型を構造体に変換するとき、名前を変更するこ
とを指定しています。この例では、purchase_orderというデータベース型を p_oという
構造体に変換します。

ASキーワードが、型または属性名の変換に使用されない場合、その型または属性のデータ
ベース名は、C識別子名として使用されます。例外として、CASEオプションが有効で、有
効な C識別子文字にマップできない文字は、アンダースコアに置き換わります。型または属
性名を変換する理由は、次のとおりです。

� 名前に、アルファベット、数字またはアンダースコア以外の文字が含まれます。

� 名前が Cキーワードと競合します。

� 型名が、同一の有効範囲内で別の識別子と競合します。たとえば、プログラムで、異な
るスキーマにある同じ名前の 2つの型を使用する場合に発生します。

� プログラマが別の名前に変更します。

OTTでは、intypeファイルにリストしていないその他の型の変換が必要になる場合があり
ます。OTTでは変換前に intypeファイルの型の依存関係が分析され、必要に応じてその他
の型が変換されるためです。たとえば、ADDRESS型が intypeファイルにリストされていな
くても、"Person"型が ADDRESS型の属性を所有している場合、"Person"型の定義は必
須のため、OTTでは ADDRESSを変換します。

通常の大 /小文字の区別がない SQL識別子は、intypeファイルで、大 /小文字のどのよう
な組合せのつづりでも構いません。引用符は付けません。

CREATE TYPE"Person"のように大 /小文字を区別して作成した SQL識別子を参照するに
は、TYPE"Person"のように引用符を使用します。SQL識別子は、宣言の際に引用した場合
は、大 /小文字が区別されます。引用符は、また、TYPE "CASE"のような OTT予約語であ
る SQL識別子を参照するためにも使用できます。その SQL識別子が CREATE TYPE CASE
のように大 /小文字を区別しないで作成されている場合、名前に引用符を付けるときは、そ
の名前は大文字である必要があります。OTT予約語を SQL識別子の名前を参照するのに使
用し、引用符を付けていない場合は、OTTは intypeファイルに構文エラーをレポートしま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ファイル構造体の仕様および使用可能なオプションの詳細は、14-27ページ
の「intypeファイルの構造体」を参照してください。
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OTTデータ型マッピングデータ型マッピングデータ型マッピングデータ型マッピング
OTTでデータベース型から生成した C構造体には、オブジェクト型の属性ごとに 1つずつ
対応する要素が含まれています。属性のデータ型は、Oracleのオブジェクト・データ型で使
用される型にマップされます。Oracleのデータ型には、事前定義済みの基本形の集合が組み
込まれており、オブジェクト型やコレクションなどのユーザー定義型の作成をサポートしま
す。

Oracleの事前定義済みの型の集合には、数値型やキャラクタ・タイプを含む、プログラマに
よく知られている標準の型があります。また、Oracle8で新たに導入されたデータ型
（BLOB、CLOBなど）も含まれています。

また、Oracleには、オブジェクト型属性を C構造体で表現するための事前定義済みの型の
集合も含まれています。たとえば、次のようなオブジェクト型定義と、OTTで生成した対応
する構造体宣言があるとします。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(   name       VARCHAR2(30),
    empno      NUMBER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary$    NUMBER);

CASE=LOWERで、型または属性名の明示的なマッピングがないと仮定すると、OTT出力
は次のようになります。

struct employee
{   OCIString * name;
    OCINumber empno;
    OCINumber department;
    OCIDate   hiredate;
    OCINumber salary_;
};
typedef struct emp_type emp_type;
struct employee_ind
{
    OCIInd _atomic;
    OCIInd name;
    OCIInd empno;
    OCIInd department;
    OCIInd hiredate;
    OCIInd salary_;
}
typedef struct employee_ind employee_ind;

標識の構造体（struct employee_ind）については、14-14ページの「NULL標識構造体」で説
明します。
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ここでは、構造体宣言のデータ型、OCIString、OCINumber、OCIDateおよび OCIIndを
使用してオブジェクト型の属性のデータ型をマップしています。たとえば、empno属性の
NUMBERデータ型は、OCINumberデータ型にマップします。また、これらのデータ型は、
バインド変数および定義変数の型としても使用できます。

オブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型をオブジェクト・データ型を Cにマッピングにマッピングにマッピングにマッピング
この項目では、Oracleのオブジェクト属性型と OTTで生成される Cの型とのマッピングを
説明します。次の 14-11ページの「OTT型マッピングの例」では、様々なマッピングの例を
示します。次の表には、属性として使用できる型から、OTTで生成されるオブジェクト・
データ型へのマッピングをリストします。

表表表表 14-1  オブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピングオブジェクト型属性のオブジェクト・データ型マッピング 

オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型オブジェクト属性の型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

VARCHAR2(N) OCIString *

VARCHAR(N) OCIString *

CHAR(N)、CHARACTER(N) OCIString *

NUMBER、NUMBER(N)、NUMBER(N,N) OCINumber

NUMERIC、NUMERIC(N)、NUMERIC(N,N) OCINumber

REAL OCINumber

INT、INTEGER、SMALLINT OCINumber

FLOAT、FLOAT(N)、DOUBLE PRECISION OCINumber

DEC、DEC(N)、DEC(N,N) OCINumber

DECIMAL、DECIMAL(N)、DECIMAL(N,N) OCINumber

DATE OCIDate

BLOB OCIBlobLocator *

CLOB OCIClobLocator *

BFILE OCIBfileLocator *

ネスト・オブジェクト型 ネスト・オブジェクト型の Cの名前

REF typedefを使用して宣言。OCIRef *
と等価。

次の例を参照

RAW(N) OCIRaw *
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名前付きコレクション型と、OTTで生成される Oracleのオブジェクト・データ型とのマッ
ピングを次の表に示します。

注意注意注意注意 : REF、VARRAYおよび NESTED TABLE型に対して、OTTでは typedefを生成し
ます。この typedefで宣言された型は、構造体宣言でデータ・メンバーの型として使用
されます。次の項「OTT型マッピングの例」を参照してください。

オブジェクト型に REFまたはコレクション型の属性が含まれる場合、最初に REFまたはコ
レクション型の typedefが生成されます。次に、オブジェクト型に対応する構造体宣言が生
成されます。構造体には、REFまたはコレクション型へのポインタを型に持つ要素が含まれ
ます。

あるオブジェクト型の中に含まれる属性が、別のオブジェクト型を型として持っている場
合、OTTではネストした型が最初に生成されます。次に、オブジェクト型属性が、ネストし
たオブジェクト型である型のネストした構造体にマッピングされます。

OTTがオブジェクト以外のデータベース属性の型をマップする Oracleの Cデータ型は構造
体で、OCIDate以外は透明です。

OTT型マッピングの例型マッピングの例型マッピングの例型マッピングの例
次の例では、OTTで作成される各種のマッピングを示します。

次のようなデータベース型があるとします。

CREATE TYPE my_varray AS VARRAY(5) of integer;

CREATE TYPE object_type AS OBJECT
(object_name    VARCHAR2(20));

CREATE TYPE my_table AS TABLE OF object_type;

CREATE TYPE many_types AS OBJECT
( the_varchar    VARCHAR2(30),
  the_char       CHAR(3),
  the_blob       BLOB,
  the_clob       CLOB,

表表表表 14-2  コレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピングコレクション型のオブジェクト・データ型マッピング

名前付きコレクション型名前付きコレクション型名前付きコレクション型名前付きコレクション型 Cマッピングマッピングマッピングマッピング

VARRAY typedefを使用して宣言。OCIArray *と等
価。

次の例を参照

NESTED TABLE typedefを使用して宣言。OCITable *と等
価。

次の例を参照
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  the_object     object_type,
  another_ref    REF other_type,
  the_ref        REF many_types,
  the_varray     my_varray,
  the_table      my_table,
  the_date       DATE,
  the_num        NUMBER,
  the_raw        RAW(255));

次のような intypeファイルがあるとします。

CASE = LOWER
TYPE many_types

OTTによって次の C構造体が生成されます。

注意注意注意注意 : ここでは構造体についての補足説明として、コメントを付けています。これらの
コメントは、実際の OTT出力の一部ではありません。

#ifndef MYFILENAME_ORACLE
#define MYFILENAME_ORACLE

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

typedef OCIRef many_types_ref;
typedef OCIRef object_type_ref;
typedef OCIArray my_varray;            /* used in many_types */
typedef OCITable my_table;             /* used in many_types*/
typedef OCIRef other_type_ref;
struct object_type                     /* used in many_types */
{
   OCIString * object_name;
};
typedef struct object_type object_type;

struct object_type_ind               /*indicator struct for*/
{                                            /*object_types*/
   OCIInd _atomic;
   OCIInd object_name;
};
typedef struct object_type_ind object_type_ind;

struct many_types
{
   OCIString *        the_varchar;
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   OCIString *        the_char;
   OCIBlobLocator *   the_blob;
   OCIClobLocator *   the_clob;
   struct object_type the_object;
   other_type_ref *   another_ref;
   many_types_ref *   the_ref;
   my_varray *        the_varray;
   my_table *         the_table; 
   OCIDate            the_date;
   OCINumber          the_num;
   OCIRaw *           the_raw;
};
typedef struct many_types many_types;

struct many_types_ind                  /*indicator struct for*/
{                                               /*many_types*/
   OCIInd _atomic;
   OCIInd the_varchar;
   OCIInd the_char;
   OCIInd the_blob;
   OCIInd the_clob;
   struct object_type_ind the_object;              /*nested*/
   OCIInd another_ref;
   OCIInd the_ref;
   OCIInd the_varray;
   OCIInd the_table;
   OCIInd the_date;
   OCIInd the_num;
   OCIInd the_raw;
};
typedef struct many_types_ind many_types_ind;

#endif

intypeファイルでは変換対象として 1つの項目しか指定していませんが、2つのオブジェク
ト型と 2つの名前付きコレクション型が変換されていることに注意してください。14-5ペー
ジの「OTTのコマンドライン」で説明しているとおり、リストされた型の変換を完了するた
め、OTTでは、変換する型の属性に使用されている型を、すべて自動的に変換します。

これは、オブジェクト型属性の中のポインタまたは REFによって アクセスするのみの型に
は適用しません。たとえば、many_types型には属性として another_ref REF 
other_typeがありますが、struct other_typeは生成されません。

また、この例では、VARRAY、NESTED TABLEおよび REFの各型を宣言するための
typedefの使用方法を示しています。

typedefは、始めに使用されます。
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typedef OCIRef many_types_ref;
typedef OCIRef object_type_ref;
typedef OCIArray my_varray;    
typedef OCITable my_table; 
typedef OCIRef other_type_ref;

struct many_typesでは、次のように VARRAY、NESTED TABLEおよび REF属性が宣言さ
れています。

struct many_types
{ ...
   other_type_ref *   another_ref;
   many_types_ref *   the_ref;
   my_varray *        the_varray;
   my_table *         the_table;
   ...
}

NULL標識構造体標識構造体標識構造体標識構造体
OTTでデータベースのオブジェクト型を表現する C構造体が生成されるたびに、対応する
NULL標識構造体も生成されます。C構造体にオブジェクト型を選択するとき、パラレル構
造体の中に NULL標識情報を選択できます。

たとえば、前の項目の例では次の NULL標識構造体が生成されます。

struct many_types_ind
{
OCIInd _atomic;
OCIInd the_varchar;
OCIInd the_char;
OCIInd the_blob;
OCIInd the_clob;
struct object_type_ind the_object;
OCIInd another_ref;
OCIInd the_ref;
OCIInd the_varray;
OCIInd the_table;
OCIInd the_date;
OCIInd the_num;
OCIInd the_raw;
};
typedef struct many_types_ind many_types_ind;
NULL構造体のレイアウトは重要です。構造体の第 1要素（_atomic）は、アトミック
NULL標識です。この値は、オブジェクト型全体の NULL状態を示します。このアトミッ
ク NULL標識の後に、OTTで生成した、オブジェクト型を表現する構造体の各要素に対応
する標識要素が続きます。
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あるオブジェクト型の定義の一部として別のオブジェクト型が含まれる場合（この例では
object_type属性）、その属性の標識エントリは、ネストしたオブジェクト型に対応する
NULL標識構造体（object_type_ind）です。

VARRAYと NESTED TABLEには、要素の NULL情報が含まれます。

NULL標識構造体のその他の要素のデータ型は、すべて OCIIndです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アトミック NULLの詳細は、10-27ページの「NULL」を参照してください。

outtypeファイルファイルファイルファイル
outtypeファイルは、OTTコマンドラインで名前が付けられます。OTTで Cヘッダー・
ファイルを生成すると、変換の結果が outtypeファイルに書き込まれます。このファイルに
は、変換された各型のエントリが、バージョン文字列および C表現を書き込んだヘッダー・
ファイルとともに含まれています。

OTTを 1度実行して生成した outtypeファイルは、それ以降に OTTを起動する際の intype
ファイルとして使用できます。

たとえば、この章の前半の例で使用した単純な intypeファイルを考えてみます。

CASE=LOWER
TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE item
TYPE "Person"
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

この例では、OTTで生成する C識別子の大 /小文字の区別を指定し、変換する型をリスト
して指定しています。そのうち 2つの型については、ネーミング規則を指定しています。

OTT実行後の outtypeファイルは、次のようになります。

CASE = LOWER
TYPE EMPLOYEE AS employee
  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
             DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS AS ADDRESS
  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h
TYPE ITEM AS item
  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h
TYPE "Person" AS Person
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  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o
  VERSION = "$8.0"
  hfile = demo.h

intypeで指定しなかった型が outtypeファイルにリストされる場合があります。たとえば、
intypeファイルで person型のみの変換を指定したとします。

CASE = LOWER
TYPE PERSON

そして、person型の定義に address型の属性があり、outtypeファイルに PERSONと
ADDRESSの両方のエントリがあるとします。person型を完全に変換するには、最初に
addressを変換する必要があります。

14-5ページの「OTTのコマンドライン」で説明するように、OTTでは、変換する前に、型
の依存性について intypeファイルの型を分析し、必要に応じてその他の型を変換します。
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OCIアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの OTTの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
OTTで生成した Cヘッダー・ファイルと実装ファイルは、Oracle Server内のオブジェクト
にアクセスする OCIアプリケーションで使用できます。ヘッダー・ファイルは、#include
文で OCIコードに取り込みます。

OCIアプリケーションでは、ヘッダー・ファイルを組み込んだ後、ホスト言語形式のオブ
ジェクト・データにアクセスし、操作できます。

図 14-1「OCIでの OTTの使用方法」は、OCIで OTTを使用する場合のステップを示してい
ます。

1. SQLを使用してデータベースに型定義を作成します。

2. OTTで、オブジェクト型と名前付きコレクション型の C表現を含むヘッダー・ファイ
ルを生成します。また、initfileオプションを使用して名前が付けられた実装ファイルも
生成します。

3. アプリケーションを記述します。OCIアプリケーションでユーザーが記述したコード
で、initfunc関数を宣言してコールします。

4. ヘッダー・ファイルを OCIソース・コード・ファイルに組み込みます。

5. OTTで生成された実装ファイルを含めて、OCIアプリケーションがコンパイルされ、
OCIライブラリにリンクされます。

6. OCI実行可能ファイルを Oracle Serverに対して実行します。
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図図図図 14-1  OCIでのでのでのでの OTTの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

OCIでのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作でのオブジェクトへのアクセスおよび操作
アプリケーション内部では、OCIプログラムでバインド操作と定義操作を実行できます。そ
のためには、OTTで生成したヘッダー・ファイルに示されている型で宣言したプログラム変
数を使用します。

たとえば、アプリケーションで SQLの SELECT文を使用してオブジェクトへの REFを
フェッチし、適切な OCI関数を使用してそのオブジェクトを確保します。オブジェクトを確
保した後、その他の OCI関数を使用してそのオブジェクトの属性データにアクセスし、操作
できます。
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OCIには、オブジェクト型の属性と名前付きコレクション型で操作するために特別に設計さ
れた、一連のデータ型マッピングおよび操作関数が組み込まれています。

使用可能な関数の例を次に示します。

� OCIStringSize()は、OCIString文字列のサイズを取得。

� OCINumberAdd()は、2つの OCINumberの数値を加算。

� OCILobIsEqual()は、2つの LOBロケータが等しいか比較。

� OCIRawPtr()は、OCIRawのロー・データ型へのポインタを取得。

� OCICollAppend()は、コレクション型（OCIArray または OCITable）に要素を追加。

� OCITableFirst()は、NESTED TABLE（OCITable）の最初の既存要素の索引を戻す。

� OCIRefIsNull()は、REF（OCIRef）が NULLかどうかテスト。

これらの関数の詳細は、このマニュアルの他の章を参照してください。

初期化関数のコール初期化関数のコール初期化関数のコール初期化関数のコール
OTTは、必要に応じて C初期化関数を生成します。初期化関数では、プログラムで使用さ
れている各オブジェクト型について、どのバージョンの型が使用されているかを環境に通知
します。initfuncオプションで OTTを起動する場合、初期化関数の名前を指定するか、初期
化関数が入った実装ファイル（initfile）の名前に基づいてデフォルト名を選択できます。

初期化関数には、環境ハンドル・ポインタとエラー・ハンドル・ポインタの 2つの引数があ
ります。一般的に、使用する初期化関数は 1つですが、必ずしもそうである必要はありませ
ん。プログラムに、コンパイル済の個別のピースがあり、異なる型を要求する場合、各ピー
スに対して、初期化関数を含む 1つの初期化ファイルをそれぞれ要求して、OTTを個別に実
行することができます。

たとえば、OCIEnvInit()をコールし、明示的な OCIオブジェクト・コールによって環境ハン
ドルを作成した後、必ず初期化関数も明示的にコールする必要があります。明示的に作成し
た環境ハンドルそれぞれに対して、必ずすべての初期化関数をコールする必要があります。
これによって、各ハンドルは、プログラム全体で使用しているすべての Oracleデータ型に
アクセスできます。

EXEC SQL CONTEXT USEや EXEC SQL CONNECTなどの埋込み SQL文を使用して環境ハ
ンドルを暗黙的に作成する場合、ハンドルは暗黙的に初期化され、初期化関数をコールする
必要はありません。これは、Pro*C/C++を OCIアプリケーションと結合している場合にの
み適用します。

次に、初期化関数の例を示します。

intypeファイルの ex2c.typを指定します。これには次のものが含まれます。
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TYPE BREN.PERSON
TYPE BREN.ADDRESS

そして、次のコマンドラインが含まれます。

ott userid=bren/bigkitty intype=ex2c outtype=ex2co hfile=ex2ch.h initfile=ex2cv.c

OTTでは、ファイル ex2cv.cに対して、次のように生成します。

#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif

sword ex2cv(OCIEnv *env, OCIError *err)
{
   sword status = OCITypeVTInit(env, err);
   if (status == OCI_SUCCESS)
      status = OCITypeVTInsert(env, err,
          "BREN", 5,
          "PERSON", 6,
          "$8.0", 4);
    if (status == OCI_SUCCESS)
        status = OCITypeVTInsert(env, err,
           "BREN", 5,
           "ADDRESS", 7,
           "$8.0", 4);
    return status;
}

関数 ex2cvでは型バージョン表を作成し、BREN.PERSON型と BREN.ADDRESS型を挿入し
ます。

プログラムで明示的に環境ハンドルを作成する場合、明示的に作成するハンドルごとに初期
化関数をコールする必要があるので、すべての初期化関数を生成し、コンパイルし、リンク
してください。プログラムが明示的に環境ハンドルを作成しない場合、初期化関数は必要あ
りません。

OTTで生成したヘッダー・ファイルを使用するプログラムでは、同時に生成された初期化関
数も使用する必要があります。より正確にいえば、OTTで生成したヘッダー・ファイルが、
Pプログラムへのリンク・コードを生成するコンパイルに含まれる場合で、環境ハンドルが
Pプログラムのどこか他の場所で明示的に作成される場合は、OTTの同じ起動によって生成
される実装ファイルも、Pプログラムにコンパイルおよびリンクされる必要があります。こ
れが正確に行われるかどうかは、ユーザー次第です。
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初期化関数の作業初期化関数の作業初期化関数の作業初期化関数の作業
C初期化関数は、OTTで処理する型のバージョン情報を提供します。C初期化関数は、OTT
で処理する各オブジェクト・データ型の名前とバージョン識別子をタイプ・バージョン表に
追加します。

タイプ・バージョン表は、Oracleの型マネージャが、特定のプログラムで使用する型のバー
ジョンを特定するときに使用します。別々のときに OTTで生成した異なる複数の初期化関
数によって、タイプ・バージョン表に同じ型が複数回追加される可能性があります。型が複
数回追加される場合、Oracleでは、毎回同じバージョンの型が確実に登録されるようにしま
す。

初期化関数に対して関数プロトタイプを宣言し、その関数をコールするのは、OCIプログラ
マの役割です。

注意注意注意注意 : Oracleのカレント・リリースでは、型ごとにバージョンは 1つのみです。タイ
プ・バージョン表の初期化は、Oracleの今後のリリースとの互換性を保つためにのみ必
要です。

OTTの参照の参照の参照の参照
OTTの動作は、OTTコマンドラインまたは configファイルに指定するパラメータによって
制御します。また、一部のパラメータは、intypeファイルにも指定できます。

この項では、次の内容を詳しく説明します。

� OTTコマンドラインの構文

� OTTパラメータ

� OTTパラメータの指定可能な場所

� intypeファイルの構造体

� ネストされた #includeファイルの生成

� SCHEMA_NAMESの使用方法

� デフォルトの名前のマッピング

� 制限

この章では、次の規則を使用して OTTの構文を説明します。

� イタリックの文字列は、ユーザーが指定する変数またはパラメータです。

� 大文字の文字列は、そのとおりに入力する文字列です。ただし、大 /小文字の区別はさ
れないので、小文字で入力しても有効です。 

� OTTキーワードは、例やヘッダーでは小文字の固定幅フォントでリストされています
が、本文では、目立つように大文字で印刷されています。
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� 大カッコ [...]で囲んだ項目は、オプション項目です。

� 1つの項目（あるいはカッコで囲まれた複数の項目）のすぐ後の省略記号（...）は、そ
の項目を何度も繰り返し指定できることを示します。 

� これ以外の句読点記号は、示されているとおりに入力します。「.」や「@」などが含ま
れます。

OTTコマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文
OTTコマンドライン・インタフェースは、OTTを明示的に起動してデータベース型を C構
造体に変換するときに使用します。オブジェクトを使用する OCIアプリケーションを開発す
る場合は、必ずこのインタフェースが必要です。 

OTTコマンドライン文は、キーワード OTTと、その後に続く OTTパラメータのリストに
よって構成されます。

OTTコマンドライン文に指定できるパラメータは、次のとおりです。

[userid=username/password[@db_name]]

[intype=in_filename]

outtype=out_filename

code=C|ANSI_C|KR_C

[hfile=filename]

[errtype=filename]

[config=filename]

[initfile=filename]

[initfunc=filename]

[CASE=SAME|LOWER|UPPER|OPPOSITE]

[schema_name=ALWAYS|IF_NEEDED|FROM_intype]

注意注意注意注意 : 一般に、OTTコマンドに続くパラメータの順序は問わず、outtypeおよび code
パラメータのみが常に要求されます。 

hfileパラメータは、ほとんどいつも使用されます。省略すると、intypeファイルのそれ
ぞれの型について、個別に hfileの指定が必要になります。OTTでは、intypeファイル
にリストされていない型を変換する必要があると判断すると、エラーをレポートしま
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す。したがって、intypeファイルが以前に OTT outtypeファイルとして生成された場合
のみ、hfileパラメータを省略できます。

intypeファイルを省略すると、スキーマ全体が変換されます。詳細は、この次の項でパ
ラメータの説明を参照してください。

OTTコマンドライン文の例を次に示します。

OTT userid=marc/cayman intype=in.typ outtype=out.typ code=c hfile=demo.h 
errtype=demo.tls CASE=lower

OTTコマンドラインの各パラメータについては、この後の各項で説明します。

OTTパラメータパラメータパラメータパラメータ
OTTコマンドラインにパラメータを入力するときの書式は、次のとおりです。

parameter=value

parameterはリテラル・パラメータ文字列であり、valueは有効なパラメータ設定値です。リ
テラル・パラメータ文字列は大 /小文字を区別しません。

コマンドラインのパラメータは、空白またはタブのいずれかを使用して区切ります。

また、パラメータは構成ファイル内でも指定できます。ただし、この場合、行の中に空白を
入れることはできないので、各パラメータは独立した行に指定してください。さらに、パラ
メータの CASE、hfile、initfuncおよび initfileは intypeファイルに入れることができます。

userid
useridパラメータでは、Oracleユーザー名、パスワード、およびオプションのデータベース
名（Net8のデータベース指定文字列）を指定します。データベース名を省略すると、デ
フォルトのデータベースが想定されます。このパラメータの構文は、次のとおりです。

userid=username/password[@db_name]

これが第 1パラメータである場合は、"userid="を省略して、次のように指定できます。

OTT username/password...

useridパラメータはオプションです。これが省略されると、OTTは、ユーザー
OPS$usernameとして自動的にデフォルトのデータベースへの接続を試行します。username
は、オペレーティング・システムのユーザー名です。

intype
intypeパラメータでは、オブジェクト型指定のリストを読み込む元のファイルの名前を指定
します。読み込んだリストにある型が、OTTによって変換されます。

このパラメータの構文は、次のとおりです。
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intype=filename

useridが第 1パラメータ、intypeが第 2パラメータで、"userid="を省略した場合は、
"intype="も省略できます。intypeが指定されない場合、ユーザーのスキーマの型すべてが
変換されます。

OTT username/password filename...

intypeファイルは、型宣言のMakeファイルと考えることができます。C構造体宣言の必要
な型を intypeファイルにリストします。intypeファイルの書式については、14-27ページの
「intypeファイルの構造体」で説明します。

コマンドラインまたは intypeファイルのファイル名に拡張子を付けないと、"TYP"または
".typ"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

outtype
OTTで処理されるすべてのオブジェクト・データ型のタイプ情報を書き込むファイルの名前
です。outtypeファイルには、intypeファイルで明示的に指定したすべての型が含まれます。
それに加えて、変換の対象である他の型の宣言で使用しているために変換された型が含まれ
る場合もあります。outtypeファイルは、以後 OTTを起動するときに intypeファイルとし
て使用できます。

outtype=filename

intypeパラメータと outtypeパラメータが同一のファイルを参照している場合、intypeファ
イルの古い情報は、新しい intypeの情報に置き換えられます。これは、型の変更から型宣言
の生成、ソースコードの編集、プリコンパイル、コンパイル、デバッグまでのサイクルで、
同一の intypeファイルを繰返し使用するときに便利です。

outtypeは必ず指定してください。

コマンドラインまたは intypeファイルのファイル名に拡張子を付けないと、"TYP"または
".typ"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

code
code=C、code=KR_Cまたは code=ANSI_Cと指定される OTT出力の目的ホスト言語です。
"code=C"は "code=ANSI_C"と等価です。

code=C|KR_C|ANSI_C

このパラメータは、デフォルト値がないので必ず指定する必要があります。

initfile
initfileパラメータでは、OTTで生成した初期化ファイルを書き込むファイルの名前を指定
します。このパラメータを省略すると、初期化関数は生成されません。
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Pro*C/C++プログラムの場合、必要な初期化は SQLLIB実行時ライブラリによって実行さ
れるので、initfileは必要ありません。OCIプログラムのユーザーは、initfileファイルをコ
ンパイルおよびリンクし、環境ハンドルの作成時に初期化関数をコールする必要がありま
す。

コマンドラインまたは intypeファイルで指定した initfileファイル名に拡張子を付けないと、
"C"または ".c"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

initfile=filename

initfunc
initfuncパラメータは、OCIプログラムのみで使用します。OTTで生成する初期化関数の名
前を指定します。このパラメータを省略すると、initfileの名前から初期化関数の名前が付け
られます。

initfunc=filename

hfile
インクルード・ファイル（.h）の名前を指定します。これは、intypeファイルで、型を記述
して型のインクルード・ファイルを指定していない場合に、その型を宣言するために OTT
によって生成されるインクルード・ファイルです。intypeファイルで各型のインクルード・
ファイルを個々に指定していない場合は、このパラメータが必要です。intypeファイルに記
述していない型を、2つ以上の異なるファイルで宣言した他の型で使用する場合は、intype
ファイルに記述していない型も生成する必要があります。そのような場合もこのパラメータ
が必要です。

コマンドラインまたは intypeファイルで指定した hfileファイル名に拡張子を付けなかった
場合、"H"や ".h"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

hfile=filename

config
configパラメータでは、共通で使用するパラメータ指定をリストした OTT構成ファイルの
名前を指定します。また、パラメータ指定は、プラットフォームによって異なる位置にある
システム構成ファイルから読み込まれます。残りのすべてのパラメータ指定は、コマンドラ
インまたは intypeファイルで指定する必要があります。

config=filename 

注意注意注意注意 : configパラメータは、configファイルでは使用できません。

errtype
このパラメータを指定すると、intypeファイルのリストが、すべての情報メッセージおよび
エラー・メッセージとともに errtypeファイルに書き込まれます。情報メッセージおよびエ
ラー・メッセージは、errtypeを指定したかどうかに関係なく、標準出力に送信されます。
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実質的に、errtypeファイルはエラー・メッセージが追加された intypeファイルのコピーで
す。ほとんどの場合、エラー・メッセージにはエラーの原因となったテキストへのポインタ
が示されます。

コマンドラインまたは intypeファイルで指定した errtypeファイル名に拡張子を付けない
と、"TLS"や ".tls"のようなプラットフォーム固有の拡張子が追加されます。

errtype=filename

CASE
このパラメータは、OTTで生成する一部の C識別子の大 /小文字の区別に影響します。
CASEの可能な値は、SAME、LOWER、UPPER、OPPOSITEです。CASE = SAMEの場合
は、データベース型と属性名を C識別子に変換するとき、文字の大 /小文字は変更されませ
ん。CASE=LOWERとすると、大文字はすべて小文字に変換されます。CASE=UPPERとす
ると、小文字はすべて大文字に変換されます。CASE=OPPOSITEとすると、大文字はすべ
て小文字に変換され、小文字はすべて大文字に変換されます。

CASE=[SAME|LOWER|UPPER|OPPOSITE]

このオプションは、intypeファイルに記述されていない識別子（明示的にリストされていな
い属性または型）のみに影響します。大 /小文字の変換は、正当な識別子が生成された後で
行われます。

注意注意注意注意 : intypeで特定した型の C構造体識別子の大 /小文字は、intypeファイルの大 /
小文字と同じです。たとえば、intypeファイルに次の行が含まれるとします。

TYPE Worker

次に、OTTで生成します。

struct Worker {...};

一方で、intypeファイルに次のように記述したとします。

TYPE wOrKeR

OTTで生成します。

struct wOrKeR {...};

これは intypeファイルの大 /小文字区別どおりです。

intypeファイルに記述されていない、大 /小文字の区別のない SQL識別子は、
CASE=SAMEの場合は大文字で、CASE=OPPOSITEの場合は小文字で指定します。宣言さ
れるとき引用符が付けられていない場合に SQL識別子は、大 /小文字の区別はありません。
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schema_names
デフォルト・スキーマに基づいて付けた型のデータベース名を、outtypeファイル内のス
キーマ名で修飾する場合、このオプションで制御できます。OTTで生成される outtypeファ
イルには、型名をはじめ OTTで処理された型の情報が含まれます。

詳細は、14-31ページの「SCHEMA_NAMESの使用方法」を参照してください。

OTTパラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所パラメータの指定可能な場所
OTTパラメータは、コマンドライン、またはコマンドラインで名前が付けられた config
ファイル、あるいはその両方で指定できます。パラメータの一部は、intypeファイルでも指
定できます。

OTTは、次のように起動します。

OTT username/password parameters

コマンドラインのパラメータの 1つが次の場合、

config=filename

構成ファイル filenameからその他のパラメータが読み込まれます。

さらに、パラメータは、プラットフォームによって異なる位置にあるデフォルトの構成ファ
イルから読み込まれます。このファイルは、常に存在する必要がありますが、空でも構いま
せん。構成ファイルのパラメータは、スペースなしで、1行につき 1つ表示してください。

引数を指定しないで OTTを実行すると、オンライン・パラメータ・リファレンスが表示さ
れます。

翻訳される OTTの型は、intypeパラメータで指定するファイルで命名されます。パラメー
タの CASE、initfile、initfuncおよび hfileは、intypeファイルに入れることもできます。
OTTで生成された outtypeファイルには CASEパラメータ、および initfileが含まれます。
初期化ファイルが生成されている場合は、initfuncパラメータも含まれます。outtypeファ
イルでは、型ごとにそれぞれ hfileを指定します。

OTTコマンドの大 /小文字区別は、プラットフォームによって異なります。

intypeファイルの構造体ファイルの構造体ファイルの構造体ファイルの構造体
intypeおよび outtypeファイルは、OTTで変換する型をリストし、型名や属性名を有効な C
識別子に変換する方法を判断するのに必要な情報すべてを提供します。これらのファイルに
は、1つ以上の型指定を記述します。また、次のオプションを指定する場合もあります。

� CASE

� hfile

� initfile
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� initfunc

CASE、initfileまたは initfuncオプションを指定する場合は、すべての型指定よりも前に指
定する必要があります。これらのオプションをコマンドラインと intypeファイルの両方に指
定した場合は、コマンドラインの値が使用されます。

簡単なユーザー定義の intypeファイルの例、および intypeファイルから OTTで生成される
完全な outtypeファイルの例は、14-15ページの「outtypeファイル」を参照してください。

intypeファイルの型指定ファイルの型指定ファイルの型指定ファイルの型指定
intypeでの型指定によって、これから変換するオブジェクト・データ型の名前を指定しま
す。また、outtypeでの型指定によって、すでに変換したオブジェクト・データ型の名前を
指定します。

TYPE employee
  TRANSLATE SALARY$ AS salary
            DEPTNO AS department
TYPE ADDRESS
TYPE PURCHASE_ORDER AS p_o

型指定の構造は次のとおりです。

TYPE type_name [AS type_identifier]
[VERSION [=] version_string]
[hfile [=] hfile_name]
[TRANSLATE{member_name [AS identifier]}...]

type_nameの構文は次のとおりです。

[schema_name.]type_name

schema_nameは、指定のオブジェクト・データ型を所有するスキーマの名前です。type_name
は、その型の名前です。デフォルト・スキーマは、OTTを実行するユーザーのデフォルト・
スキーマです。デフォルト・データベースは、ローカル・データベースです。

型指定の構成要素を次に説明します。

� type_name。オブジェクト・データ型の名前です。

� type_identifier。型を表すのに使用する C識別子です。省略すると、デフォルトの名前
マッピング・アルゴリズムが使用されます。

� version_string。OTTの前の起動でコードが生成した際に使用した型のバージョン文字列
です。バージョン文字列は、OTTによって生成され、outtypeファイルに書き込まれま
す。その outtypeファイルは、後で OTTを実行するときに intypeファイルとして使用
します。バージョンの文字列は OTT操作に影響を与えませんが、最終的には実行中の
プログラムで使用されるオブジェクト・データ型のバージョンを選択するのに使用され
ます。
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� type_identifier。型を表すのに使用する C識別子です。省略すると、デフォルトの型マッ
ピング・アルゴリズムが使用されます。詳細は、14-33ページの「デフォルトの名前の
マッピング」を参照してください。

� hfile_name。該当する構造体の宣言またはクラスが現れるヘッダー・ファイルの名前で
す。hfile nameを省略すると、宣言の生成時にはコマンドラインの hfileパラメータで指
定したファイルが使用されます。

� member_name。次の identifierに翻訳される属性（データ番号）の名前です。

� identifier。ユーザーのプログラムで属性を表現する C識別子です。識別子は、任意の数
の属性に対してこの方法で指定できます。指定していない属性については、デフォルト
の名前マッピング・アルゴリズムが使用されます。

オブジェクト・データ型は、次のいずれかの場合に変換する必要があります。

� intypeファイルに指定されています。

� 変換が必要な別の型の宣言で使用されています。

明示的に記述していない型があり、その型が、正確に 1つのファイルのみに宣言した型で必
要だとします。この場合、明示的に記述していない型の変換結果は、それを必要とする明示
的に宣言した型と同じファイルに書き込まれます。

明示的に記述していない型があり、その型が、複数の異なるファイルに宣言した型で必要だ
とします。この場合、要求された型の変換結果は、グローバルな hfileファイルに書き込ま
れます。

ネストされたネストされたネストされたネストされた #includeファイルの生成ファイルの生成ファイルの生成ファイルの生成
OTTで生成した各 hfileファイルに、その他の必要なファイルを #includeで組み込み、
ファイル名から構成された記号を #defineで定義します。この記号は、hfileがすでに組み
込まれているかどうかを判断するために使用します。たとえば、データベースに次の型があ
るとします。

create type px1 AS OBJECT (col1 number, col2 integer);
create type px2 AS OBJECT (col1 px1);
create type px3 AS OBJECT (col1 px1);

intypeファイルは次のとおりです。

CASE=lower
type pxl
  hfile tott95a.h
type px3
  hfile tott95b.h

次のようにして OTTを起動します。

ott scott/tiger tott95i.typ outtype=tott95o.typ code=c
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この場合、次の 2つのヘッダー・ファイルが生成されます。

ファイル tott95b.hは次のとおりです。

#ifndef TOTT95B_ORACLE
#define TOTT95B_ORACLE
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif
#ifndef TOTT95A_ORACLE
#include "tott95a.h"
#endif
typedef OCIRef px3_ref;
struct px3
{
   struct px1 col1;
};
typedef struct px3 px3;
struct px3_ind
{
   OCIInd _atomic;
   struct px1_ind col1
};
typedef struct px3_ind px3_ind;
#endif

ファイル tott95a.hは次のとおりです。

#ifndef TOTT95A_ORACLE
#define TOTT95A_ORACLE
#ifndef OCI_ORACLE
#include <oci.h>
#endif
typedef OCIRef px1_ref;
struct px1
{
   OCINumber col1;
   OCINumber col2;
}
typedef struct px1 px1;
struct px1_ind
{
   OCIInd _atomic;
   OCIInd col1;
   OCIInd col2;
}
typedef struct px1_ind px1_ind;
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#endif

このファイルでは、TOTT95B_ORACLEという記号を最初に定義しています。そのため、プ
ログラマは、次の構造体を使用して tott95b.hを条件付きで組み込むことができます。その
際、tott95b.hがインクルード・ファイルに依存しているかどうかを考慮する必要はありませ
ん。

#ifndef TOTT95B_ORACLE
#include "tott95b.h"
#endif

この方法によって、プログラマは、適当なファイル（たとえば foo.h）から tott95b.hを組み
込むことができます。その際、tott95b.hが、foo.hに組み込まれるその他のファイルにも組
み込まれるかどうかは、わかっていなくてもかまいません。

記号 TOTT95B_ORACLEの定義の後に、ファイル oci.hが #includeによって組み込まれて
います。oci.hは、OTTで生成した各 hfileに組み込まれます。oci.hには、Pro*C/C++また
は OCIプログラマにとって便利な型と関数の宣言が入っています。OTTの #includeでダ
ブル・クォーテーション（" "）が使用されるのは、この場合のみです。

次に、ファイル tott95a.hを組み込みます。このファイルを組み込む理由は、tott95b.hに必要
な "struct px1"の宣言が入っているからです。ユーザーの intypeファイルで、1つ以上の
ファイルに型宣言を書き込むよう要求すると、OTTではその他のファイルの内どれを各
hfileに組み込むかを判断し、必要な #includeを生成します。

この OTTの #includeで、引用符が使用されていることに注意してください。tott95b.hを
組み込むプログラムをコンパイルするとき、tott95a.hの検索は、ソース・プログラムが検出
された場所から始まり、それ以降は実装定義の検索規則に従います。この方法で tott95a.hを
検索できない場合は、intypeファイルで tott95a.hの位置を指定する際に、完全なファイル名
（/で始まる UNIXの絶対パス名など）を使用する必要があります。

SCHEMA_NAMESの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
このパラメータは、OTTが接続されたデフォルト・スキーマに基づいて付けた型の名前を、
outtypeファイル内のスキーマ名で修飾するかどうかを決定します。

デフォルト・スキーマ以外のスキーマに基づく型の名前は、outtypeファイル内のスキーマ
名で常に修飾されます。

スキーマ名で修飾するかしないかで、プログラム実行中に型がどのスキーマで検索されるか
が決定します。

次の 3通りの設定があります。

� schema_names=ALWAYS（デフォルト）

outtypeファイル内のすべての型名をスキーマ名で修飾します。

� schema_names=IF_NEEDED
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デフォルト・スキーマに属する outtypeファイル内の型名はスキーマ名で修飾しませ
ん。デフォルト・スキーマ以外のスキーマに属する型名は、スキーマ名で修飾します。

� schema_names=FROM_intype

intypeファイルに記述されている型は、intypeファイル内のスキーマ名で修飾されてい
る場合のみ、outtypeファイル内のスキーマ名で修飾されます。intypeファイルで記述
していない、デフォルト・スキーマに属する型を、型の依存関係があるために生成する
必要がある場合があります。このような型は、その型に依存している、OTTで最初に検
出された型がスキーマ名付きで書かれている場合にのみ、スキーマ名付きで書かれま
す。ただし、OTTを接続したデフォルト・スキーマにない型は常に、明示的に指定した
スキーマ名付きで書かれます。 

OTTで生成する outtypeファイルは、Pro*C/C++への入力パラメータです。Pro*C/C++の
観点からいえば、これは Pro*C/C++の intypeファイルです。このファイルは、データベー
ス型名を C構造体名と対応付けます。この情報は、構造体内で正しいデータベース型が確実
に選択されるようにするために、実行時に使用されます。outtypeファイル（Pro*C/C++ 
intypeファイル）内のスキーマ名で型が指定される場合、その型は、プログラム実行中に名
前付きスキーマ内で検索されます。型がスキーマ名なしで指定される場合、プログラムが接
続するデフォルト・スキーマ内で検索されます。デフォルト・スキーマは、OTTが使用する
デフォルト・スキーマと異なる場合があります。

例例例例  SCHEMA_NAMESに FROM_intypeを設定し、intypeファイルで読み込みます。

TYPE Person
TYPE david.Dept
TYPE sam.Company

OTTで生成した構造体を使用して、Pro*C/C++アプリケーションで sam.Company、
david.Deptおよび Personの各型を使用します。スキーマ名のない Personを使用して、
アプリケーションを接続するスキーマの Person型を表します。

OTTとアプリケーションの両方がスキーマ davidに接続する場合、アプリケーションは、
OTTが使用した型と同じ型（david.Person）を使用します。 OTTがスキーマ david に接
続していても、アプリケーションがスキーマ janaに接続している場合は、アプリケーショ
ンでは型 jana.Personを使用します。この動作が適切であるのは、スキーマ davidおよ
びスキーマ janaで同じ "CREATE TYPE Person"文が実行されている場合のみです。

一方、アプリケーションでは、どのスキーマに接続するかに関係なく型 david.Deptを使
用します。この動作のためには、intypeファイルに型名とともにスキーマ名を必ず記述する
必要があります。

明示的に指定していない型が、OTTによって変換される場合があります。たとえば、次の
SQL宣言があるとします。

CREATE TYPE Address AS OBJECT
( street    VARCHAR2(40),
city      VARCHAR(30),
state     CHAR(2),
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zip_code  CHAR(10) );

CREATE TYPE Person AS OBJECT
( name      CHAR(20),
age       NUMBER,
addr      ADDRESS );

OTTがスキーマの davidに接続されると仮定すると、SCHEMA_NAMES=FROM_intype
が指定され、ユーザーの intypeファイルには次のいずれかが組み込まれます。

TYPE Person or TYPE david.Person

しかし、型 david.Personでネストしたオブジェクト型として使用されている型
david.Addressは記述されてません。intypeファイルに "TYPE david.Person"を記述
してある場合は、"TYPE david.Person"および "TYPE david.Address"が outtypeファ
イルに書かれます。intypeファイルに "Type Person"を記述してある場合は、"TYPE 
Person"および "TYPE Address"が outtypeファイルに書かれます。

OTTで変換する複数の型に david.Address型を埋め込んであっても、intypeファイルに
は明示的に記述していない場合、スキーマ名を使用するかどうかは埋込み david.Address
型が OTTで最初に検出された時点で決まります。なんらかの理由で、david.Address型
にはスキーマ名を付け、Person型には付けないようにするには、明示的に次の要求を行う
必要があります。

TYPE      david.Address

これは intypeファイルで要求します。 

各型を単一のスキーマ内に宣言する通常の場合は、すべての型名を intypeファイル内のス
キーマ名で修飾するのが最も安全です。 

デフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピングデフォルトの名前のマッピング
OTTでオブジェクト型または属性の C識別子名を作成する場合、OTTは、その名前をデー
タベースのキャラクタ・セットから有効な C識別子に変換します。まず、名前は、データ
ベースのキャラクタ・セット から OTTで使用しているキャラクタ・セットに変換されます。
次に、その変換された名前の変換内容が intypeファイルに供給される場合は、その変換内容
が使用されます。それ以外の場合、OTTでは、CASEオプションを適用して、その名前を文
字ごとにコンパイラのキャラクタ・セットに変換します。以下にこのプロセスの詳細を示し
ます。

OTTがデータベース・エンティティの名前を読み込む場合、その名前は、データベースの
キャラクタ・セットから OTTで使用しているキャラクタ・セットに自動的に変換されます。
OTTがデータベース・エンティティの名前を正常に読み込むため、名前の文字のコードが 2
つのキャラクタ・セットで異なりますが、すべての文字は OTTのキャラクタ・セットにあ
る必要があります。 
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OTTで使用されるキャラクタ・セットが、必要なすべての文字を確実に含むようにする最も
簡単な方法は、データベースのキャラクタ・セットと同一に作成することです。ただし、
OTTのキャラクタ・セットは、コンパイラのキャラクタ・セットのスーパーセットにしてく
ださい。つまり、コンパイラのキャラクタ・セットが 7ビット ASCIIの場合は、OTTの
キャラクタ・セットにはサブセットとして 7ビット ASCIIを含む必要があります。コンパイ
ラのキャラクタ・セットが 7ビット EBCDICの場合は、OTTのキャラクタ・セットにはサ
ブセットとして 7ビット EBCDICを含む必要があります。ユーザーは、OTTで使用する
キャラクタ・セットを、NLS_LANG環境変数を設定して、またはその他のプラットフォー
ム固有のメカニズムによって指定します。 

OTTがデータベース・エンティティの名前を読み込むと、その名前は、OTTで使用される
キャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに変換されます。その名前の変換
内容が intypeファイルで指定される場合、OTTはその変換内容を使用します。 

それ以外の場合、OTTでは、次のように名前の変換を行います。 

1. 最初に、OTTのキャラクタ・セットがマルチバイト・キャラクタ・セットの場合、その
名前にある、等価のシングルバイト文字を持つマルチバイト文字をシングルバイト文字
に変換します。 

2. 次に、その名前は、OTTのキャラクタ・セットからコンパイラのキャラクタ・セットに
変換します。コンパイラのキャラクタ・セットは、US7ASCIIのように、シングルバイ
ト・キャラクタ・セットです。 

3. 最後に、有効になっている CASEオプションに従って、文字の大 /小文字を設定しま
す。C識別子で無効な文字、またはコンパイラのキャラクタ・セットに変換内容がない
文字は、アンダースコアに置き換えられます。1文字でもアンダースコアに置き換えら
れた場合、OTTは警告メッセージを出します。名前の中のすべての文字がアンダースコ
アに置き換えられた場合、OTTはエラー・メッセージを出します。 

文字単位の名前の変換では、コンパイラのキャラクタ・セットにあるアンダースコアまたは
数字、シングルバイト文字は変更されません。したがって、有効な C識別子は変更されませ
ん。 

名前の変換ではたとえば、ウムラウトの付いた "o"、アクサングラーブの付いた "a" などのア
クセントの付いたシングルバイトの文字をそれぞれ "o"や "a"に変換したり、またマルチバ
イト文字をシングルバイトと等価に変換する場合があります。名前の変換は、その名前に等
価のシングルバイトがないマルチバイト文字がある場合、通常は失敗します。この場合、
ユーザーは、intypeファイルで名前の変換を指定する必要があります。 

C言語の同一の名前に複数のデータベース識別子がマッピングされている場合に生じるネー
ミングの競合は、OTTでは検出されません。また、データベース識別子が Cキーワードに
マッピングされるときのネーミング問題も検出されません。
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制限制限制限制限
OTTの使用に影響のある制限は、次のとおりです。

ファイル名比較ファイル名比較ファイル名比較ファイル名比較
現在、OTTでは、コマンドラインまたは intypeファイルに指定したファイル名を比較する
ことによって、2つのファイルが同一かどうかが判断されます。OTTで 2つのファイル名が
同一のファイルを参照しているかどうかを判別する必要がある場合は、1つの潜在的な問題
が生じます。たとえば、OTTで生成されたファイル foo.hで、foo1.hに記述された型宣
言と、/private/elias/foo1.hに記述された別の型宣言が必要な際に、OTTでは、2つ
のファイルが同一の場合は 1つの #include、2つのファイルが異なる場合は 2つの
#includeを生成する必要があります。しかし、実際には 2つのファイルは異なるという結
論が出され、次のように 2つの #includeが生成されます。

#ifndef FOO1_ORACLE
#include "foo1.h"
#endif
#ifndef FOO1_ORACLE
#include "/private/elias/foo1.h"
#endif

foo1.hと /private/elias/foo1.hが別々のファイルである場合は、最初のファイルの
みが組み込まれます。foo1.hと /private/elias/foo1.hが同一ファイルである場合
は、#includeが重複して書かれます。

そのため、コマンドラインまたは intypeファイルでファイルを複数回記述するときは、各記
述で正確に同じファイル名を使用する必要があります。
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第第第第 III部部部部

OCI参照参照参照参照

第Ⅲ部は、OCI関数参照の章で構成されています。

� 第 15章「OCIリレーショナル関数」

� 第 16章「OCIナビゲーショナル関数と型関数」

� 第 17章「OCIデータ型マッピング関数および操作関数」

� 第 18章「OCIカートリッジ関数」

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

この章では、C言語対応の Oracle OCIリレーショナル関数について説明します。各ファン
クション・コールについて詳細に説明するとともに、ご使用のアプリケーションで OCI関数
をコールする方法についても解説します。 この章には次の項があります。

� 概要

� アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数

� ハンドル関数および記述子関数

� バインド関数、定義関数および記述関数

� ダイレクト・パス・ロード関数

� 接続関数、認証関数および初期化関数

� LOB関数

� 文関数

� スレッド管理関数

� トランザクション関数

� その他の関数
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概要
概要概要概要概要
この章では、OCIリレーショナル・ファンクション・コールについて説明します。 この章で
説明するファンクション・コールは、基本 OCIにおけるコールです。 オブジェクトを操作す
るためのファンクション・コールは、この後の 3つの章で説明します。 リターン・コードお
よびエラー処理の詳細は、2-26ページの「エラー処理」を参照してください。

関数の構文関数の構文関数の構文関数の構文
各関数について、次の情報をリストします。

用途用途用途用途
この関数によって実行されるアクションを簡単に説明します。

構文構文構文構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
この関数の各パラメータの説明。これにはパラメータのモードが含まれます。 パラメータの
モードには、次の 3つの値があります。

コメントコメントコメントコメント
この関数に関する詳細情報。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関数を使用す
るときに役に立つ情報が記載されています。

例例例例
説明の対象となっているファンクション・コールの使用方法を例示するコード（全体または
一部）。 すべての関数に例が記載されているわけではありません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
関連するファンクション・コールのリスト。 

OCI関数のコール関数のコール関数のコール関数のコール
OCIのこれまでのバージョンとは異なり、Oracle8i OCIでは、NULLで終わる文字列の文字
列長パラメータに -1を渡せません。

モードモードモードモード 説明説明説明説明

IN OCIにデータを渡すパラメータ

OUT このコールで OCIからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコー
ルからの戻りでデータを受け取るパラメータ
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概要
文字列長をパラメータとして渡すときは、NULL終了記号バイトを組み込まないでくださ
い。 OCIでは、文字列は NULLで終了するとはみなされません。

OCIパラメータのバッファ長は、いくつかの LOBコール内の量パラメータが文字単位であ
る以外は常にバイト単位です。

LOB関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ
個々の OCI LOB関数に必要なサーバー・ラウンドトリップ回数については、付録 C「OCI
関数のサーバー・ラウンドトリップ」の表を参照してください。
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュアドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュアドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュアドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスサブスサブスサブス
クライブ関数クライブ関数クライブ関数クライブ関数

この項では、アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数に
ついて説明します。

表表表表 15-1  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIAQDeq() アドバンスト・キューイング・デキュー 15-5ページ

OCIAQEnq() アドバンスト・キューイング・エンキュー 15-7ページ

OCIAQListen() リストのエージェントの代理として 1つ以上のキューをリスニ
ングします。

15-18ページ

OCISubscriptionEnable() サブスクリプションについての通知を使用可能にします。 15-20ページ

OCISubscriptionPost() 通知を受信するようにサブスクリプションに転記します。 15-21ページ

OCISubscriptionRegister() サブスクリプションを登録します。 15-23ページ

OCISubscriptionUnRegister() サブスクリプションの登録を解除します。 15-25ページ
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
OCIAQDeq()

用途用途用途用途
このコールは、OCIを使用したアドバンスト・キューイング・デキュー操作で使用します。

構文構文構文構文
sword OCIAQDeq ( OCISvcCtx           *svch,
                 OCIError            *errh,
                 text                *queue_name,
                 OCIAQDeqOptions     *dequeue_options,
                 OCIAQMsgProperties  *message_properties,
                 OCIType             *payload_tdo,
                 dvoid               **payload,
                 dvoid               **payload_ind,
                 OCIRaw              **msgid,
                 ub4                 flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svch (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

errh (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

queue_name (IN)
デキュー操作のためのターゲット・キューです。 

dequeue_options (IN)
デキュー操作のオプションです。OCIAQDeqOptions記述子に格納されています。 

message_properties (OUT)
メッセージ用のメッセージ・プロパティ。OCIAQMsgProperties記述子に格納されます。

payload_tdo (IN)
オブジェクトタイプの TDO（型記述子オブジェクト）です。ロー・キューでは、このパラ
メータが SYS.RAWの TDOを指す必要があります。

payload (IN/OUT)
オブジェクト型のインスタンスであるプログラム変数バッファのポインタへのポインタで
す。ロー・キューでは、このパラメータが OCIRawのインスタンスを指す必要があります。

payload用のメモリーは、オブジェクト・キャッシュに動的に割り当てられます。 payload
インスタンスが不要になったときは、アプリケーションから OCIObjectFree()をコールし、割
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
当て解除もできます。 プログラム変数バッファのポインタ（*payload）が NULLとして渡さ
れた場合、バッファは暗黙のうちにキャッシュに割り当てられます。

アプリケーションによっては、OCIAQDeq()が最初にコールされたときに payloadの値とし
て NULLが渡され、OCIにより payloadにメモリーが割り当てられます。 その後、後続の
OCIAQDeq()コールでは、前に割り当てられたメモリーのポインタが使用されます。

payload用に TDOを取得するには、OCITypeByName()または OCITypeByRef()を使用しま
す。

OCIによって、ユーザーが payloadの属性（テキストなど）を設定できる関数が提供されま
す。これらの属性の設定については、10-12ページの「オブジェクト属性の操作」を参照し
てください。

payload_ind (IN/OUT)
オブジェクト型のパラレル標識情報構造を含むプログラム変数バッファ・ポインタへのポイ
ンタです。

payload_indへのメモリー割当てルールは、前述の payloadに対するルールと同じです。

msgid (OUT)
メッセージ IDです。

flags (IN)
現行では使用されていません。OCI_DEFAULTとして渡されます。

コメントコメントコメントコメント
このコールを使用するには、ユーザーが aq_user_roleまたは dbms_aqパッケージを実
行する権限を所有している必要があります。このコールを使用するには、OCI環境をオブ
ジェクト・モードで初期化する必要があります（OCIInitialize()を使用）。

OCIおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、9-27ページの「OCIおよびアドバンス
ト・キューイング」を参照してください。

アドバンスト・キューイングの詳細は、 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド アドバン
スト・キューイング』を参照してください。

例例例例
コード例については、15-7ページの OCIAQEnq()の説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQEnq()、OCIAQListen()、OCIInitialize()
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
OCIAQEnq()

用途用途用途用途
このコールは、アドバンスト・キューイング・エンキューに使用します。 

構文構文構文構文
sword OCIAQEnq ( OCISvcCtx           *svch,
                 OCIError            *errh,
                 text                *queue_name,
                 OCIAQEnqOptions     *enqueue_options,
                 OCIAQMsgProperties  *message_properties,
                 OCIType             *payload_tdo,
                 dvoid               **payload,
                 dvoid               **payload_ind,
                 OCIRaw              **msgid,
                 ub4                 flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svch (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

errh (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

queue_name (IN)
エンキュー操作のためのターゲット・キューです。 

enqueue_options (IN)
エンキュー操作のオプション。OCIAQEnqOptions記述子に格納されています。 

message_properties (IN)
メッセージ用のメッセージ・プロパティ。OCIAQMsgProperties記述子に格納されます。

payload_tdo (IN)
オブジェクトタイプの TDO（型記述子オブジェクト）です。ロー・キューでは、このパラ
メータが SYS.RAWの TDOを指す必要があります。

payload (IN)
オブジェクト型のインスタンスのポインタへのポインタです。ロー・キューでは、このパラ
メータが OCIRawのインスタンスを指す必要があります。

OCIによって、ユーザーが payloadの属性（テキストなど）を設定できる関数が提供されま
す。これらの属性の設定については、10-12ページの「オブジェクト属性の操作」を参照し
てください。
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
payload_ind (IN)
オブジェクト型のパラレル標識情報構造を含むプログラム変数バッファ・ポインタへのポイ
ンタです。

msgid (OUT)
メッセージ IDです。

flags (IN)
現行では使用されていません。OCI_DEFAULTとして渡されます。

コメントコメントコメントコメント
このコールを使用するには、ユーザーが aq_user_roleまたは dbms_aqパッケージを実
行する権限を所有している必要があります。

このコールを使用するには、OCI環境をオブジェクト・モードで初期化する必要があります
（OCIInitialize()を使用）。

OCIおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、9-27ページの「OCIおよびアドバンス
ト・キューイング」を参照してください。

アドバンスト・キューイングの追加情報は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド アド
バンスト・キューイング』を参照してください。

payload用に TDOを取得するには、OCITypeByName()または OCITypeByRef()を使用しま
す。

例例例例
次に 4つの異なる状況を想定し、それぞれについて OCIAQEnq()と OCIAQDeq()を使用する
方法を説明します。

これらの例では、データベースが、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド アドバンス
ト・キューイング』の「Oracleアドバンスト・キューイングの使用例」にある説明どおりに
設定されているものと想定しています。

例例例例 1
payloadオブジェクトのエンキューおよびデキューの例です。

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                    52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                    52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                  (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL MESSAGE",
                 strlen("NORMAL MESSAGE"), &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,(CONST text *)"OCI ENQUEUE",
                 strlen("OCI ENQUEUE"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue into the msg_queue */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, 0,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, 0,
                   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例例例例 2
相関 IDを使用したエンキューおよびデキューの例です。

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
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アドバンスト・キューイング関数およびパブリッシュ / サブスクライブ関数
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  OCIRaw*firstmsg = (OCIRaw *)0;
  OCIAQMsgProperties *msgprop = (OCIAQMsgProperties *)0;
  OCIAQDeqOptions *deqopt = (OCIAQDeqOptions *)0;
  text correlation1[30], correlation2[30];
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                 52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                 (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* allocate message properties descriptor */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&msgprop, 
                   OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, (dvoid **)0);
  strcpy(correlation1, "1st message");
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid *)&correlation1, 
                   strlen(correlation1), OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
                (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL ENQUEUE1", 
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                  strlen("NORMAL ENQUEUE1"), &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,(CONST text *)"OCI ENQUEUE",
                  strlen("OCI ENQUEUE"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue into the msg_queue, store the message id into firstmsg */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, msgprop,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, &firstmsg, 0);

  /* enqueue into the msg_queue with a different correlation id */
  strcpy(correlation2, "2nd message");
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid*)&correlation2, 
                  strlen(correlation2), OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp, (CONST text *)"NORMAL ENQUEUE2", 
                  strlen("NORMAL ENQUEUE2"), &mesg->subject);
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", 0, msgprop,
                  mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);

  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* first dequeue by correlation id "2nd message" */
  /* allocate dequeue options descriptor and set the correlation option */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt, 
                   OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, (dvoid **)0);
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)correlation2, 
                   strlen(correlation2),  OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", deqopt, 0,
                   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* second dequeue by message id */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&firstmsg,    
  OCIRawSize(envhp, firstmsg), OCI_ATTR_DEQ_MSGID, errhp);
  /* clear correlation id option */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 
             (dvoid *)correlation2, 0, OCI_ATTR_CORRELATION, errhp);

  /* dequeue from the msg_queue */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue", deqopt, 0,
              mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0);
  printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
  printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
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}

例例例例 3
ロー・キューのエンキューおよびデキューの例です。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  char  msg_text[100];
  OCIRaw  *mesg = (OCIRaw *)0;
  OCIRaw*deqmesg = (OCIRaw *)0;
  OCIInd   ind = 0;
  dvoid  *indptr = (dvoid *)&ind;
  inti;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
               (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                  52, (dvoid **) &tmp);
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                  (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain the TDO of the RAW data type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"SYS", strlen("SYS"),
                (CONST text *)"RAW", strlen("RAW"), 
                (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
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  strcpy(msg_text, "Enqueue to a RAW queue");
  OCIRawAssignBytes(envhp, errhp, msg_text, strlen(msg_text), &mesg);

  /* enqueue the message into raw_msg_queue */
  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"raw_msg_queue", 0, 0,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&indptr, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue the same message into C variable deqmesg */
  OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"raw_msg_queue", 0, 0, 
   mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&indptr, 0, 0);
  for (i = 0; i < OCIRawSize(envhp, deqmesg); i++)
    printf("%c", *(OCIRawPtr(envhp, deqmesg) + i));
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例例例例 4
OCIAQAgentを使用したエンキューおよびデキューの例です。

struct message
{
  OCIString   *subject;
  OCIString   *data;
};
typedef struct message message;

struct null_message
{
  OCIInd    null_adt;
  OCIInd    null_subject;
  OCIInd    null_data;
};
typedef struct null_message null_message;

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  dvoid     *tmp;
  OCIType *mesg_tdo = (OCIType *) 0;
  message  msg;
  null_message nmsg;
  message *mesg = &msg;
  null_message *nmesg = &nmsg;
  message *deqmesg = (message *)0;
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  null_message *ndeqmesg = (null_message *)0;
  OCIAQMsgProperties *msgprop = (OCIAQMsgProperties *)0;
  OCIAQAgent *agents[2];
  OCIAQDeqOptions *deqopt = (OCIAQDeqOptions *)0;
  ub4wait = OCI_DEQ_NO_WAIT;
  ub4 navigation = OCI_DEQ_FIRST_MSG;
  
  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
                (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                   52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, (ub4) 0,
                   (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
 
  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "AQ", strlen("AQ"), "AQ", strlen("AQ"), 0, 0);

  /* obtain TDO of message_type */
  OCITypeByName(envhp, errhp, svchp, (CONST text *)"AQ", strlen("AQ"),
       (CONST text *)"MESSAGE_TYPE", strlen("MESSAGE_TYPE"), 
       (text *)0, 0, OCI_DURATION_SESSION, OCI_TYPEGET_ALL, &mesg_tdo);

  /* prepare the message payload */
  mesg->subject = (OCIString *)0;
  mesg->data = (OCIString *)0;
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"MESSAGE 1", strlen("MESSAGE 1"), 
                    &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"mesg for queue subscribers", 
                    strlen("mesg for queue subscribers"), &mesg->data);
  nmesg->null_adt = nmesg->null_subject = nmesg->null_data = OCI_IND_NOTNULL;  

  /* enqueue MESSAGE 1 for subscribers to the queue i.e. for RED and GREEN */
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  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", 0, 0,
                       mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);

  /* enqueue MESSAGE 2 for specified recipients i.e. for RED and BLUE */
  /* prepare message payload */
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"MESSAGE 2", strlen("MESSAGE 2"), 
                    &mesg->subject);
  OCIStringAssignText(envhp, errhp,
                    (CONST text *)"mesg for two recipients", 
                    strlen("mesg for two recipients"), &mesg->data);

  /* allocate AQ message properties and agent descriptors */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&msgprop, 
                OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, 0, (dvoid **)0);
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agents[0], 
                  OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&agents[1], 
                  OCI_DTYPE_AQAGENT, 0, (dvoid **)0);

  /* prepare the recipient list, RED and BLUE */
  OCIAttrSet(agents[0], OCI_DTYPE_AQAGENT, "RED", strlen("RED"),
                     OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);
  OCIAttrSet(agents[1], OCI_DTYPE_AQAGENT, "BLUE", strlen("BLUE"),
                     OCI_ATTR_AGENT_NAME, errhp);
  OCIAttrSet(msgprop, OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES, (dvoid *)agents, 2,
                      OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST, errhp);

  OCIAQEnq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", 0, msgprop,
                       mesg_tdo, (dvoid **)&mesg, (dvoid **)&nmesg, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* now dequeue the messages using different consumer names */
  /* allocate dequeue options descriptor to set the dequeue options */
  OCIDescriptorAlloc(envhp, (dvoid **)&deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, 0, 
                     (dvoid **)0);

  /* set wait parameter to NO_WAIT so that the dequeue returns immediately */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&wait, 0, 
                     OCI_ATTR_WAIT, errhp);

  /* set navigation to FIRST_MESSAGE so that the dequeue resets the position */
  /* after a new consumer_name is set in the dequeue options     */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)&navigation, 0, 
                     OCI_ATTR_NAVIGATION, errhp);
  
  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer BLUE */
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  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"BLUE", strlen("BLUE"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer RED */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS, (dvoid *)"RED", strlen("RED"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* dequeue from the msg_queue_multiple as consumer GREEN */
  OCIAttrSet(deqopt, OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS,(dvoid *)"GREEN",strlen("GREEN"), 
                     OCI_ATTR_CONSUMER_NAME, errhp);
  while (OCIAQDeq(svchp, errhp, (CONST text *)"msg_queue_multiple", deqopt, 0,
                 mesg_tdo, (dvoid **)&deqmesg, (dvoid **)&ndeqmesg, 0, 0) 
 == OCI_SUCCESS)
  {
    printf("Subject: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->subject));
    printf("Text: %s\n", OCIStringPtr(envhp, deqmesg->data));
  }
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQDeq()、OCIAQListen()、OCIInitialize()
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OCIAQListen()

用途用途用途用途
リストのエージェントのかわりに 1つ以上のキューをリスニングします。 

構文構文構文構文
sword OCIAQListen (OCISvcCtx      *svchp, 
                   OCIError       *errhp,
                   OCIAQAgent     **agent_list, 
                   ub4            num_agents,
                   sb4            wait, 
                   OCIAQAgent     **agent,
                   ub4            flags);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchpp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

agent_list (IN)
メッセージを監視するエージェントのリストです。

num_agents (IN)
エージェント・リスト内のエージェント数です。

wait (IN)
リスニング・コールのタイムアウトです。

agent (OUT)
メッセージの出力先のエージェントです。OCIAgentは OCI記述子です。

flags (IN)
現行では使用されていません。OCI_DEFAULTとして渡されます。

コメントコメントコメントコメント
メッセージが存在し、リスト内のエージェントに対してそのメッセージを使用する準備がで
きたときに戻されるブロック・コールです。待機時間が終了してもメッセージが検出されな
い場合は、エラーが戻されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQEnq()、OCIAQDeq()、 OCISvcCtxToLda()、 OCISubscriptionEnable()、
OCISubscriptionPost()、OCISubscriptionRegister()、OCISubscriptionUnRegister()
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OCISubscriptionDisable()

用途用途用途用途
サブスクリプションの登録を使用禁止にして、すべての通知をオフにします。

構文構文構文構文
ub4 OCISubscriptionDisable ( OCISubscription   *subscrhp,
                             OCIError          *errhp
                             ub4               mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

subscrhp (IN)
OCI_ATTR_SUBSCR_NAMEおよび OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE属性が設定された
サブスクリプション・ハンドルです。 詳細は、A-38ページの「サブスクリプション・ハンド
ルの属性」を参照してください。

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

mode (IN)
コール固有モードです。 有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。サブスクリプションが使用可能に
なるまで、このサブスクリプションの通知をすべて破棄します。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、一時的に通知をオフにするときに使用します。コードの重要なセクションを
実行しているときに使用して、アプリケーションが中断されないようにします。 

この操作をするときは、接続または認証は必要ありません。このコールの前に、サブスクリ
プション・ハンドルによって指定されたサブスクリプションの登録を行ってください。 

OCISubscriptionDisable()を実行した後は、OCISubscriptionEnable()を実行するまですべての
通知が破棄されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQListen()、OCISubscriptionEnable()、OCISubscriptionPost()、OCISubscriptionRegister()、
OCISubscriptionUnRegister()
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OCISubscriptionEnable()

用途用途用途用途
使用禁止にしたサブスクリプションの登録を使用可能にします。すべての通知がオンになり
ます。

構文構文構文構文
ub4 OCISubscriptionEnable ( OCISubscription   *subscrhp,
                            OCIError          *errhp
                            ub4               mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

subscrhp (IN)
OCI_ATTR_SUBSCR_NAMEおよび OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE属性が設定された
サブスクリプション・ハンドルです。 詳細は、A-38ページの「サブスクリプション・ハンド
ルの属性 」を参照してください。

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

mode (IN)
コール固有モードです。有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。次の使用可能化が実行されるま
で、このサブスクリプションの通知はすべてバッファリングされます。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、サブスクリプションの登録を使用禁止にした後に、通知をオンにするときに
使用します。 

この操作を実行するときは、接続または認証は必要ありません。このコールを実行する前
に、指定されたサブスクリプションの登録を行ってください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQListen()、OCISvcCtxToLda()、OCISubscriptionPost()、OCISubscriptionRegister()、
OCISubscriptionUnRegister()
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OCISubscriptionPost()

用途用途用途用途
サブスクリプションに転記し、そのサブスクリプションに対して登録されたすべてのクライ
アントが通知を受信できるようにします。

構文構文構文構文
ub4 OCISubscriptionPost ( OCISvcCtx         *svchp,
                          OCISubscription   **subscrhpp,
                          ub2               count,
                          OCIError          *errhp
                          ub4               mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
V8 OCIサービス・コンテキストです。このサービス・コンテキストには、有効な認証され
たユーザー・ハンドルが必要です。

subscrhpp (IN)
サブスクリプション・ハンドルの配列です。 この配列の各要素は、
OCI_ATTR_SUBSCR_NAMEおよび OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE属性が設定された
サブスクリプション・ハンドルにしてください。 詳細は、A-38ページの「サブスクリプショ
ン・ハンドルの属性 」を参照してください。 

このコールの前に、各サブスクリプション・ハンドルに対して
OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD属性を設定する必要があります。設定しない場合は、ペイ
ロードが NULLであると見なされ、重要な登録を行ったクライアントが通知を受信するとき
に、ペイロードが配布されません。OCIAttrSet()コールでは、ペイロードへの参照は記録さ
れますが、内容はコピーされないので、コール側は転記が行われるまでペイロードを保存す
る必要があります。

count (IN)
サブスクリプション・ハンドル配列の要素数です。

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

mode (IN)
コール固有モードです。有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。
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コメントコメントコメントコメント
サブスクリプションに転記されるときに、必要に応じてサブスクリプション名およびペイ
ロードの識別を行うことができます。ペイロードが関連付けられない場合は、ペイロードの
長さは 0に設定されます。

このコールでは、ベストエフォート型の保証を提供しています。通知は、登録されたクライ
アントに対して最大で 1回行われます。 

このコールは、主に軽量の通知に使用し、複数のシステム・イベントが発生する場合に役立
ちます。アプリケーションでより確実な保証が必要な場合は、アドバンスト・キューイング
機能を使用し、キューにエンキューします。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQListen()、OCISvcCtxToLda()、OCISubscriptionEnable()、OCISubscriptionRegister()、
OCISubscriptionUnRegister()
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OCISubscriptionRegister()

用途用途用途用途
メッセージ通知に対するコールバックを登録します。

構文構文構文構文
ub4 OCISubscriptionRegister ( OCISvcCtx         *svchp,
                              OCISubscription   **subscrhpp,
                              ub2               count,
                              OCIError          *errhp
                              ub4               mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
V8 OCIサービス・コンテキストです。このサービス・コンテキストには、有効な認証され
たユーザー・ハンドルが必要です。

subscrhpp (IN)
サブスクリプション・ハンドルの配列です。この配列の各要素は、
OCI_ATTR_SUBSCR_NAME、OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE、 
OCI_ATTR_SUBSCR_CBACKおよび OCI_ATTR_SUBSCR_CTX属性が設定されたサブスク
リプション・ハンドルにしてください。設定されていない場合は、エラーが戻されます。 詳
細は、A-38ページの「サブスクリプション・ハンドルの属性 」を参照してください。

subscrhpp[i]によって示された登録に対して通知を受信した場合は、subscrhpp[i]に対して
コンテキスト（OCI_ATTR_SUBSCR_CTX）が設定された状態で、ユーザー定義コールバッ
ク関数（OCI_ATTR_SUBSCR_CBACK）がコールされます。

count (IN)
サブスクリプション・ハンドル配列の要素数です。

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

mode (IN)
コール固有モードです。 有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。登録が切断されていると見なされ
るように指定します。

� OCI_NOTIFY_CONNECTED - クライアントが接続されている場合にのみ、通知を受信
します（このリリースではサポートされていません）。

新しいクライアント・プロセスが発生したとき、または古いクライアント・プロセスのダウ
ンおよび復旧が発生したときは、重要なすべてのサブスクリプションに対する登録が必要で
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す。クライアントが接続されたままサーバーがダウンすると、その後復旧しても、クライア
ントは、切断された登録の通知を引き続き受信し、接続された登録の通知は受信しません。
サーバーのダウンおよび復旧が発生すると、その登録が失われるためです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、サブスクリプションの登録に対して行います。重要なサブスクリプション名
およびコールする関連したコールバックを識別します。重要な複数のサブスクリプションを
同時に登録できます。 

このインタフェースは、非同期モードのメッセージ配信の場合にのみ有効です。非同期モー
ドでは、サブスクライバが登録コールの発行およびコールバックの指定を行います。サブス
クリプション条件と一致するメッセージを受信すると、コールバックがコールされます。次
に、コールバックから明示的なmessage_receive（デキュー）が発行され、メッセージが取
り出されます。 

ユーザーは、登録時に名前領域属性を OCI_SUBSCR_NAMESPACE_AQに設定して、サブ
スクリプション・ハンドルを指定する必要があります。 

サブスクリプション名は、シングル・コンシューマ・キューの登録の場合は文字列
SCHEMA.QUEUE、マルチ・コンシューマ・キューの登録の場合は文字列 
CONSUMER_NAME:SCHEMA.QUEUE です。 この文字列は大文字にします。

各名前領域には、独自の権限モデルがあります。登録を行っているユーザーに、指定された
サブスクリプションの名前領域で登録する権限がない場合は、エラーが戻されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQListen()、OCISvcCtxToLda()、OCISubscriptionEnable()、OCISubscriptionPost()、
OCISubscriptionUnRegister()
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OCISubscriptionUnRegister()

用途用途用途用途
サブスクリプションの登録を解除して、通知をオフにします。

構文構文構文構文
ub4 OCISubscriptionUnRegister ( OCISvcCtx         *svchp,
                                OCISubscription   *subscrhp,
                                OCIError          *errhp
                                ub4               mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
V8 OCIサービス・コンテキストです。このサービス・コンテキストには、有効な認証され
たユーザー・ハンドルが必要です。

subscrhp (IN)
OCI_ATTR_SUBSCR_NAMEおよび OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE属性が設定された
サブスクリプション・ハンドルです。 詳細は、A-38ページの「サブスクリプション・ハンド
ルの属性」を参照してください。

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

mode (IN)
コール固有モードです。有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。

コメントコメントコメントコメント
サブスクリプションに対する登録を解除すると、その後は特定のサブスクリプションに関す
る通知を受信できなくなります。通知を再開する場合は、サブスクリプションに対して再登
録を行ってください。 

別の登録が行われると、重要なクライアントのリストからユーザーが削除されるため、解除
前に配信されていた通知はすべて配信されなくなります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAQListen()、OCISvcCtxToLda()、OCISubscriptionEnable()、OCISubscriptionPost()、
OCISubscriptionRegister()
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ハンドル関数および記述子関数ハンドル関数および記述子関数ハンドル関数および記述子関数ハンドル関数および記述子関数
この項では、OCIハンドル関数および記述子関数について説明します。

表表表表 15-2  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIAttrGet() ハンドルの属性を取得します。 15-27ページ

OCIAttrSet() ハンドルまたは記述子の属性を設定します。 15-29ページ

OCIDescriptorAlloc() 記述子または LOBロケータの割当てと初期化を行います。 15-31ページ

OCIDescriptorFree() 割当て済の記述子を解放します。 15-33ページ

OCIHandleAlloc() ハンドルの割当てと初期化を行います。 15-34ページ

OCIHandleFree() 割当て済のハンドルを解放します。 15-37ページ

OCIParamGet() パラメータ記述子を取得します。 15-39ページ

OCIParamSet() CORハンドルにパラメータ記述子を設定します。 15-41ページ
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OCIAttrGet()

用途用途用途用途
このコールは、ハンドルの特定の属性を取得するときに使用されます。 

構文構文構文構文
sword OCIAttrGet ( CONST dvoid    *trgthndlp,
                   ub4            trghndltyp,
                   dvoid          *attributep,
                   ub4            *sizep,
                   ub4            attrtype,
                   OCIError       *errhp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

trgthndlp (IN)
ハンドル・タイプのポインタです。 

trghndltyp (IN)
ハンドル・タイプです。 次の型が有効です。

� OCI_DTYPE_PARAM、パラメータ記述子用

� OCI_HTYPE_STMT、文ハンドル用

� 表 2-1「OCIハンドル・タイプ」に示されるすべてのハンドル・タイプ

attributep (OUT)
属性値の格納場所へのポインタです。属性値を指定します。

sizep (OUT)
属性値の記憶域のサイズです。 サイズが明らかなパラメータでは、NULLとして渡すことが
できます。text*パラメータでは、文字列の長さを取得するために ub4のポインタを渡す必
要があります。 

attrtype (IN)
取り出される属性のタイプです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、ハンドルの特定の属性を取得するときに使用します。ハンドル・タイプとそ
の読取り可能な属性については、付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」のリストを参照し
てください。
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OCI_DTYPE_PARAMは暗黙的におよび明示的に記述する場合に使用します。 このパラメー
タ記述子は、ダイレクト・パス・ロードでも使用します。 暗黙記述の場合、パラメータ記述
子には選択リストごとに列記述があります。 明示記述の場合、パラメータ記述子には記述す
る各スキーマ・オブジェクトについての記述情報が含まれています。 トップレベル・パラ
メータ記述子にそれ自体が記述子となる属性がある場合、OCIAttrGet()への後続コールで属
性タイプとして OCI_ATTR_PARAMを使用します。

コード・フラグメントの例については、6-20ページの「例」および 4-11ページの「選択リ
スト項目の記述」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrSet()
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OCIAttrSet()

用途用途用途用途
このコールは、ハンドルまたは記述子の特定の属性を設定するときに使用されます。 

構文構文構文構文
sword OCIAttrSet ( dvoid       *trgthndlp,
                   ub4         trghndltyp,
                   dvoid       *attributep,
                   ub4         size,
                   ub4         attrtype,
                   OCIError    *errhp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

trgthndlp (IN/OUT)
その属性が変更されるハンドル・タイプのポインタです。 

trghndltyp (IN/OUT)
ハンドル・タイプです。 

attributep (IN)
属性値のポインタです。 この属性値がターゲット・ハンドルにコピーされます。 属性値がポ
インタの場合は、そのポインタのみがコピーされ、ポインタの内容はコピーされません。 

size (IN)
属性値のサイズです。サイズは OCIライブラリですでにわかっているため、ほとんどの属性
に対して 0（ゼロ）で渡すことができます。 text*属性では、文字列の長さを設定するために
ub4を渡す必要があります。 

attrtype (IN)
設定される属性のタイプです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

コメントコメントコメントコメント
ハンドル・タイプとその書込み可能な属性については、付録 A「ハンドルおよび記述子の属
性」のリストを参照してください。

例例例例
次のコード例は、アプリケーションの開始部分で OCIAttrSet()を何回か使用している例で
す。
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int main()
{
OCIEnv *envhp;
OCIServer *srvhp;
OCIError *errhp;
OCISvcCtx *svchp;
OCIStmt *stmthp;
OCISession *usrhp;

OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
     (dvoid * (*)()) 0,(dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 ); 
OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
     0, (dvoid **) &tmp);
OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 0, (dvoid **) &tmp  ); 
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4)
     OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4)
     OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT); 
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp,
     (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, , (dvoid **) &tmp); 
  /* set attribute server context in the service context */
OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) srvhp,
     (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);
/* allocate a user session handle */
OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, 
     (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"sherry", 
     (ub4)strlen("sherry"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"penfield",
     (ub4)strlen("penfield"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS,
     OCI_DEFAULT));
OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)usrhp,
     (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()
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OCIDescriptorAlloc()

用途用途用途用途
記述子または LOBロケータを格納する記憶域を割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIDescriptorAlloc ( CONST dvoid   *parenth,
                           dvoid         **descpp, 
                           ub4           type,
                           size_t        xtramem_sz,
                           dvoid         **usrmempp);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

parenth (IN)
環境ハンドルです。 

descpp (OUT)
目的の型の記述子または LOBロケータを戻します。 

type (IN)
割り当てられる記述子または LOBロケータの型を指定します。

� OCI_DTYPE_SNAP - C型のスナップショット記述子 OCISnapshotの生成を指定しま
す。

� OCI_DTYPE_LOB - C型の LOB値型ロケータ（BLOBまたは CLOBの場合）
OCILobLocatorの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_FILE - C型の FILE値型ロケータ OCILobLocatorの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_ROWID - C型の ROWID記述子OCIRowidの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_DATETIME - C型の DATETIME記述子 OCIDateTimeの生成を指定しま
す。

� OCI_DTYPE_INTERVAL - C型の INTERVAL記述子 OCIIntervalの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP - C型の複合オブジェクト検索記述子
OCIComplexObjectCompの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS - C型のアドバンスト・キューイング・エンキュー・
オプション記述子 OCIAQEnqOptionsの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS - C型のアドバンスト・キューイング・デキュー・オ
プション記述子 OCIAQDeqOptionsの生成を指定します。

� OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES - C型のアドバンスト・キューイング・メッセー
ジ・プロパティ記述子 OCIAQMsgPropertiesの生成を指定します。
OCIリレーショナル関数 15-31



ハンドル関数および記述子関数
� OCI_DTYPE_AQAGENT - C型のアドバンスト・キューイング・エージェント記述子
OCIAQAgentの生成を指定します。

xtramem_sz (IN)
記述子の存続期間中アプリケーションで使用するために割り当てられるユーザー・メモリー
の量を指定します。

usrmempp (OUT)
記述子の存続期間中コールによってユーザー用に割り当てられた、サイズ xtramem_szの
ユーザー・メモリーのポインタを戻します。

コメントコメントコメントコメント
typeで指定された型に対応する、割当ておよび初期化済の記述子のポインタを戻します。成
功した場合は、非 NULL記述子または LOBロケータが戻ります。 エラー発生時に診断は利
用できません。

このコールは、成功した場合は OCI_SUCCESSを、メモリー不足エラーが発生した場合は
OCI_INVALID_HANDLEを戻します。 

xtramem_szパラメータおよびユーザー・メモリー割当ての詳細は、2-13ページの「ユー
ザー・メモリーの割当て」 を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDescriptorFree()
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OCIDescriptorFree()

用途用途用途用途
割当て済記述子の割当てを解除します。

構文構文構文構文
sword OCIDescriptorFree ( dvoid    *descp,
                          ub4      type );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

descp (IN)
割り当てられた記述子です。 

type (IN)
解放する記憶域の型を指定します。 指定する型を次に示します。 

� OCI_DTYPE_SNAP - スナップショット記述子

� OCI_DTYPE_LOB - LOB値型記述子

� OCI_DTYPE_FILE - FILE値型記述子

� OCI_DTYPE_ROWID - ROWID記述子

� OCI_DTYPE_DATETIME - DATETIME記述子

� OCI_DTYPE_INTERVAL - INTERVAL記述子

� OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMP - 複合オブジェクト検索記述子

� OCI_DTYPE_AQENQ_OPTIONS - AQエンキュー・オプション記述子

� OCI_DTYPE_AQDEQ_OPTIONS - AQデキュー・オプション記述子

� OCI_DTYPE_AQMSG_PROPERTIES - AQメッセージ・プロパティ記述子

� OCI_DTYPE_AQAGENT - AQエージェント記述子

コメントコメントコメントコメント
このコールにより、記述子に対応付けられた記憶域が解放されます。 OCI_SUCCESSまたは
OCI_INVALID_HANDLEを戻します。 記述子はすべて明示的に割当てを解除できますが、
環境ハンドルの割当てを解除すると、OCIは記述子の割当てを自動的に解除します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDescriptorAlloc()
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OCIHandleAlloc()

用途用途用途用途
このコールは、割当ておよび初期化済ハンドルのポインタを戻します。

構文構文構文構文
sword OCIHandleAlloc ( CONST dvoid   *parenth,
                       dvoid         **hndlpp, 
                       ub4           type, 
                       size_t        xtramem_sz,
                       dvoid         **usrmempp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

parenth (IN)
環境ハンドルです。 

hndlpp (OUT)
ハンドルを戻します。 

type (IN)
割り当てられるハンドルの型を指定します。 使用できる型を次に示します。 

� OCI_HTYPE_ENV - C型の環境ハンドルOCIEnvの生成を指定します。

� OCI_HTYPE_ERROR - C型のエラー・レポート・ハンドル OCIErrorの生成を指定しま
す。

� OCI_HTYPE_SVCCTX - C型のサービス・コンテキスト・ハンドル OCISvcCtxの生成を
指定します。

� OCI_HTYPE_STMT - C型の文（アプリケーション要求）ハンドル OCIStmtの生成を指
定します。

� OCI_HTYPE_DESCRIBE - C型の選択リスト説明ハンドル OCIDescribeの生成を指定し
ます。

� OCI_HTYPE_SERVER - C型のサーバー・コンテキスト・ハンドル OCIServerの生成を
指定します。

� OCI_HTYPE_SESSION - C型のユーザー・セッション・ハンドルOCISessionの生成を
指定します。

� OCI_HTYPE_TRANS - C型のトランザクション・コンテキスト・ハンドル OCITransの
生成を指定します。

� OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT - C型の複合オブジェクト検索ハンドル
OCIComplexObjectの生成を指定します。
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� OCI_HTYPE_SECURITY - C型のセキュリティ・ハンドル OCISecurityの生成を指定し
ます。

� OCI_HTYPE_SUBSCR - C型のサブスクリプション・ハンドル OCISubscriptionの生成
を指定します。

� OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX - C型のダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドル
OCIDirPathCtxの生成を指定します。

� OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY - C型のダイレクト・パス列配列ハンドル
OCIDirPathColArrayの生成を指定します。

� OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM - C型のダイレクト・パス・ストリーム・ハンドル
OCIDirPathStreamの生成を指定します。

� OCI_HTYPE_PROCESS - C型のプロセス・ハンドル OCIProcessの生成を指定します。

xtramem_sz (IN)
割り当てられるユーザー・メモリーの量を指定します。

usrmempp (OUT)
コールによりユーザーに割り当てられた、サイズ xtramem_szのユーザー・メモリーのポイ
ンタを戻します。 

コメントコメントコメントコメント
typeで指定された型に対応する、割当ておよび初期化済のハンドルのポインタを戻します。
成功時には非 NULLハンドルが戻ります。 すべてのハンドルが、親ハンドルとして渡される
環境ハンドルと対応付けて割り当てられます。

エラー発生時に診断は利用できません。 このコールは、成功した場合は OCI_SUCCESSを、
エラーが発生した場合は OCI_INVALID_HANDLEを戻します。

ハンドルは、OCIコールに渡す前に OCIHandleAlloc()を使用して割り当てる必要がありま
す。

環境ハンドルの割当ておよび初期化を行うには、OCIEnvInit()をコールします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : xtramem_szパラメータを使用したユーザー・メモリー割当ての詳細は、2-13
ページの「ユーザー・メモリーの割当て」を参照してください。

例例例例
次のコード例は、OCIHandleAlloc()を使用して、アプリケーションの開始時に様々なハンド
ルを割り当てる例です。

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_ERROR, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_SVCCTX, 0, (dvoid **) &tmp);
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関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleFree()、OCIEnvInit()
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OCIHandleFree()

用途用途用途用途
このコールは、ハンドルの割当てを明示的に解除します。

構文構文構文構文
sword OCIHandleFree ( dvoid     *hndlp,
                      ub4       type );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN)
OCIHandleAlloc()により割り当てられるハンドルです。

type (IN)
解放する記憶域の型を指定します。 指定する型を次に示します。

� OCI_HTYPE_ENV - 環境ハンドル

� OCI_HTYPE_ERROR - エラー・レポート・ハンドル

� OCI_HTYPE_SVCCTX - サービス・コンテキスト・ハンドル

� OCI_HTYPE_STMT - 文（アプリケーション要求）ハンドル

� OCI_HTYPE_DESCRIBE - 選択リスト記述ハンドル

� OCI_HTYPE_SERVER - サーバー・ハンドル

� OCI_HTYPE_SESSION - ユーザー・セッション・ハンドル

� OCI_HTYPE_TRANS - トランザクション・ハンドル

� OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT - 複合オブジェクト検索ハンドル

� OCI_HTYPE_SECURITY - セキュリティ・ハンドル

� OCI_HTYPE_SUBSCR - サブスクリプション・ハンドル

� OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX - ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドル

� OCI_HTYPE_DIRPATH_COLUMN_ARRAY - ダイレクト・パス列配列ハンドル

� OCI_HTYPE_DIRPATH_STREAM - ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドル

� OCI_HTYPE_PROCESS - プロセス・ハンドル

コメントコメントコメントコメント
このコールは、ハンドルに対応付けられている記憶域で、typeパラメータに指定された型に
該当するものを解放します。

このコールは、OCI_SUCCESSまたは OCI_INVALID_HANDLEを戻します。
OCIリレーショナル関数 15-37



ハンドル関数および記述子関数
ハンドルはすべて明示的に割当て解除できます。 OCIでは、親ハンドルの割当てを解除する
と、子ハンドルの割当てが自動的に解除されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIEnvInit()
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OCIParamGet()

用途用途用途用途
記述ハンドルまたは文ハンドル内の指定位置にあるパラメータの記述子を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIParamGet ( CONST dvoid       *hndlp,
                    ub4               htype,
                    OCIError          *errhp,
                    dvoid             **parmdpp,
                    ub4               pos );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp(IN)
文ハンドルまたは記述ハンドルです。 OCIParamGet()関数は、このハンドル用のパラメータ
記述子を戻します。 

htype (IN)
hndlpパラメータに渡されるハンドルの型です。 次の型が有効です。

� OCI_DTYPE_PARAM、パラメータ記述子用

� OCI_HTYPE_COMPLEXOBJECT、複合オブジェクト検索ハンドル用

� OCI_HTYPE_STMT、文ハンドル用

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

parmdpp (OUT)
ハンドル・タイプ OCI_DTYPE_PARAMの、posパラメータで指定された位置におけるパラ
メータの記述子です。

pos (IN)
文ハンドルまたは記述ハンドルにおける位置番号です。 この位置にあるパラメータ記述子が
戻ります。

注意注意注意注意 : 指定位置にパラメータ記述子がない場合は、OCI_ERRORが戻ることがあります。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、記述ハンドルまたは文ハンドル内の指定位置にあるパラメータの記述子を戻
します。 パラメータ記述子は、常に OCIライブラリによって内部的に割り当てられます。パ
ラメータ記述子は読取り専用です。

パラメータ記述子の属性の詳細は、付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してくだ
さい。
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関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()、OCIAttrSet()、OCIParamSet()
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OCIParamSet()

用途用途用途用途
CORハンドルへの複合オブジェクト検索（COR）記述子の設定に使用します。

構文構文構文構文
sword OCIParamSet ( dvoid          *hndlp,
                    ub4            htype,
                    OCIError       *errhp,
                    CONST dvoid    *dscp,
                    ub4            dtyp,
                    ub4            pos );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN/OUT)
ハンドル・ポインタです。

htype (IN)
ハンドル・タイプです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

dscp (IN)
複合オブジェクト検索記述子ポインタです。

dtyp (IN)
記述子型です。 COR記述子の型は、OCI_DTYPE_COMPLEXOBJECTCOMPです。

pos (IN)
位置番号です。

コメントコメントコメントコメント
CORハンドルには OCIHandleAlloc()を、記述子には OCIDescriptorAlloc()を使用して、それ
ぞれ前もって割り当てておく必要があります。 記述子の属性は、OCIAttrSet()を使用して設
定します。

複合オブジェクト検索の詳細は、10-19ページの「複合オブジェクト検索」を参照してくだ
さい。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIParamGet()
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バインド関数、定義関数および記述関数バインド関数、定義関数および記述関数バインド関数、定義関数および記述関数バインド関数、定義関数および記述関数
この項では、バインド関数、定義関数および記述関数について説明します。

表表表表 15-3  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIBindArrayOfStruct() 静的配列バインド用のスキップ・パラメータを設定します。 15-43ページ

OCIBindByName() 名前によりバインドします。 15-44ページ

OCIBindByPos() 位置によりバインドします。 15-48ページ

OCIBindDynamic() OCI_DATA_AT_EXECモードでバインドした後、追加属性を設定
します。

15-52ページ

OCIBindObject() 名前付きデータ型のバインド用の追加属性を設定します。 15-56ページ

OCIDefineArrayOfStruct() 静的配列定義用の追加属性を設定します。 15-58ページ

OCIDefineByPos() 出力変数の関連性を定義します。 15-59ページ

OCIDefineDynamic() OCI_DYNAMIC_FETCHモードでの定義用の追加属性を設定しま
す。

15-63ページ

OCIDefineObject() 名前付きデータ型の定義用の追加属性を設定します。 15-65ページ

OCIDescribeAny() 既存のスキーマ・オブジェクトを記述します。 15-67ページ

OCIStmtGetBindInfo() バインドおよび標識変数名とハンドルを取得します。 15-70ページ
15-42 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



バインド関数、定義関数および記述関数
OCIBindArrayOfStruct()

用途用途用途用途
このコールは、静的配列バインド用のスキップ・パラメータを設定します。

構文構文構文構文
sword OCIBindArrayOfStruct ( OCIBind     *bindp,
                             OCIError    *errhp,
                             ub4         pvskip, 
                             ub4         indskip, 
                             ub4         alskip, 
                             ub4         rcskip );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

bindp (IN/OUT)
バインド構造体へのハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

pvskip (IN)
次のデータ値用のスキップ・パラメータです。 

indskip (IN)
次の標識値または構造体のためのスキップ・パラメータです。 

alskip (IN)
次の実際の長さ値のためのスキップ・パラメータです。 

rcskip (IN)
次の列レベルのリターン・コード値のためのスキップ・パラメータです。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、静的配列バインドに必要なスキップ・パラメータを設定します。これは、
OCIBindByName()または OCIBindByPos()の後続コールです。 初期バインド・コールによって
戻されたバインド・ハンドルが OCIBindArrayOfStruct()コールのパラメータとして使用され
ます。スキップ・パラメータについては、5-22ページの「構造体配列」を参照してくださ
い。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIBindByName()

用途用途用途用途
プログラム変数と SQL文または PL/SQLブロック内のプレース・ホルダを関連付けます。

構文構文構文構文
sword OCIBindByName ( OCIStmt       *stmtp, 
                      OCIBind       **bindpp,
                      OCIError      *errhp,
                      CONST text    *placeholder,
                      sb4           placeh_len,
                      dvoid         *valuep,
                      sb4           value_sz,
                      ub2           dty,
                      dvoid         *indp,
                      ub2           *alenp,
                      ub2           *rcodep,
                      ub4           maxarr_len,
                      ub4           *curelep, 
                      ub4           mode ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN/OUT)
処理中の SQLまたは PL/SQL文への文ハンドルです。

bindpp (IN/OUT)
このコールによって暗示的に割り当てられる連結ハンドルです。 この特定の入力値に対する
バインド情報はすべて、このバインド・ハンドルによって メンテナンスされます。 ハンドル
は、文ハンドルの割当てが解除されたときに暗黙的に解放されます。 入力時には、このポイ
ンタの値は NULLまたは有効なバインド・ハンドルにしてください。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

placeholder (IN)
OCIBindByName()がコールされている場合、プレース・ホルダの属性が名前で指定されま
す。

placeh_len (IN)
placeholderに指定されたプレース・ホルダ名の長さです。

valuep (IN/OUT)
データ値のアドレスまたは dtyパラメータで指定されたタイプのデータ値配列です。データ
値配列は、PL/SQL表にマップするように、または SQL複数行オペレーション用のデータ
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を提供するように指定できます。 バインド値配列が提供された場合、これは OCI用語では配
列バインドと呼ばれます。 

SQLT_NTYまたは SQLT_REFバインドの場合、valuepパラメータは無視されます。OUT
バッファへのポインタは、OCIBindObject()によって初期化される pgvppパラメータ内に設
定します。

OCI_ATTR_CHARSET_ID 属性が OCI_UCS2ID（Unicode）に設定されている場合は、対応
するバインド・コールに対して渡されるか、またはそれらのコールを使用して受け取るすべ
てのデータは、UCS-2コード化されていると見なされます。詳細は、A-21ページの
「OCI_ATTR_CHARSET_ID」を参照してください。

value_sz (IN)
データ値のサイズ。配列バインドの場合、これは、alenpパラメータに指定される実サイズ
で可能な要素の最大サイズになります。 

サイズがクライアント・アプリケーションで不明な記述子、ロケータまたは REFの場合、
ユーザーが渡す構造体のサイズが使用されます。例 : sizeof（OCILobLocator *）

dty (IN)
バインドされる値のデータ型です。名前付きデータ型（SQLT_NTY）と REF（SQLT_REF）
は、アプリケーションが オブジェクト・モードで初期化されている場合のみ有効です。名前
付きデータ型または REFの場合、バインド・ハンドルで追加コールが行われ、データ型固有
属性が設定されます。

indp (IN/OUT)
標識変数または配列へのポインタです。SQLT_NTY以外のデータ型の場合は、sb2または
sb2の配列へのポインタです。

SQLT_NTYに対してはこのポインタは無視され、標識構造体または標識構造体配列の実際
のポインタが後続のコール OCIBindObject()で初期化されます。 このパラメータは、動的バ
インドでは無視されます。

標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

alenp (IN/OUT)
配列要素の実際の長さの配列へのポインタです。 alenp内の各要素は、実行前後のバインド値
配列内の該当要素のデータ長です。 このパラメータは、動的バインドでは無視されます。

rcodep (OUT)
列レベル・リターン・コードの配列を指すポインタです。 このパラメータは、動的バインド
では無視されます。

maxarr_len (IN)
PL/SQLバインドで可能なタイプ dtyの要素の最大数です。このパラメータは、非 PL/SQL
バインドでは必要ありません。maxarr_lenがゼロ以外であれば、OCIBindDynamic()または
OCIBindArrayOfStruct()を呼び出して、追加バインド属性を設定できます。 
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curelep (IN/OUT)
実際の要素の数へのポインタです。 このパラメータは、PL/SQLバインドにのみ必要です。

mode (IN)
このパラメータに有効なモードは次のとおりです。

OCI_DEFAULT - これはデフォルト・モードです。

OCI_DATA_AT_EXEC - このモードが選択される場合、value_szパラメータは、実行時
に提供可能なデータの最大サイズを定義します。アプリケーションは、OCIライブラリ
のランタイム INデータ・バッファをいつでも何回でも提供できる状態にしておく必要
があります。 ランタイム・データは、次の 2つの方法のどちらかを使用して提供されま
す。

� OCIBindDynamic()への後続コールによって登録されるユーザー定義関数を使用する
コールバック。 

� OCIで提供されるコールを使用するポーリング・メカニズム。コールバックが定義
されていない場合は、 このモードになります。

OCI_DATA_AT_EXECモードの使用方法の詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ
割当てとピース単位操作」を参照してください。

割り当てたバッファは、不要になった際にクライアント側で解放する必要があります。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、基本バインド操作を実行するときに使用します。バインドは、プログラム変
数のアドレスと SQL文または PL/SQLブロック内のプレース・ホルダの関連付けを作成し
ます。 このバインド・コールは、バインドされるデータの型も指定し、実行時にデータを提
供するメソッドも指示できます。

この関数は、bindppパラメータによって指示されたバインド・ハンドルの暗黙の割当ても行
います。**bindppに非 NULLポインタが渡されると、このポインタは、OCIHandleAlloc()ま
たは OCIBindByName()のコールで以前に割り当てられた有効なハンドルを指します。

OCIアプリケーション内のデータは、プレース・ホルダに静的または動的にバインドできま
す。実行の直前にすべての INバインド・データと OUTバインド・バッファが正しく定義
された場合、バインドは静的になります。 実行時にクライアント・ライブラリからの要求に
よりアプリケーションから INバインド・データと OUTバインド・バッファが供給される
場合、バインドは動的になります。 動的バインドを指定するには、このコールの modeパラ
メータを OCI_DATA_AT_EXECに設定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 動的バインドの詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピース
単位操作」を参照してください。

OCIBindByName()と OCIBindByPos()は、パラメータとしてバインド・ハンドルを取ります
が、これはバインド・コールによって暗黙的に割り当てられます。アプリケーションでバイ
ンドしているすべてのプレース・ホルダに別個のバインド・ハンドルが割り当てられます。
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特定のデータ型をバインドする際または入力データを特定の方法で処理する際に必要となる
特定の属性を指定する場合は、次の追加バインド・コールが必要です。

� 構造体配列が使用されている場合、OCIBindArrayOfStruct()をコールして必要なスキッ
プ・パラメータを設定してください。

� 実行時にデータが動的に提供されている場合、アプリケーションでユーザー定義のコー
ルバック関数を使用するときには OCIBindDynamic()をコールしてコールバックを登録
します。

� 名前付きデータ型がバインドされている場合、OCIBindObject()をコールしてその他の必
要情報を指定する必要があります。

� RETURNING句を含む文を使用する場合は、このコールの後に OCIBindDynamic()を
コールする必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBindDynamic()、OCIBindObject()、OCIBindArrayOfStruct()
OCIリレーショナル関数 15-47



バインド関数、定義関数および記述関数
OCIBindByPos()

用途用途用途用途
プログラム変数と SQL文または PL/SQLブロック内のプレース・ホルダを関連付けます。

構文構文構文構文
sword OCIBindByPos ( OCIStmt      *stmtp, 
                     OCIBind      **bindpp,
                     OCIError     *errhp,
                     ub4          position,
                     dvoid        *valuep,
                     sb4          value_sz,
                     ub2          dty,
                     dvoid        *indp,
                     ub2          *alenp,
                     ub2          *rcodep,
                     ub4          maxarr_len,
                     ub4          *curelep, 
                     ub4          mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN/OUT)
処理中の SQLまたは PL/SQL文への文ハンドルです。

bindpp (IN/OUT)
このコールによって暗示的に割り当てられる連結ハンドルです。 この特定の入力値に対する
バインド情報はすべて、このバインド・ハンドルによって メンテナンスされます。 ハンドル
は、文ハンドルの割当てが解除されたときに暗黙的に解放されます。 入力時には、このポイ
ンタの値は NULLまたは有効なバインド・ハンドルにしてください。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

position (IN)
OCIBindByPos()がコールされている場合、プレース・ホルダの属性が位置別に指定されま
す。

valuep (IN/OUT)
データ値のアドレスまたは dtyパラメータで指定されたタイプのデータ値配列です。データ
値配列は、PL/SQL表にマップする、または SQL複数行オペレーション用のデータを提供
するために指定できます。 バインド値配列が提供された場合、これは OCI用語では配列バイ
ンドと呼ばれます。 
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SQLT_NTYまたは SQLT_REFバインドの場合、valuepパラメータは無視されます。 OUT
バッファへのポインタは、OCIBindObject()によって初期化される pgvppパラメータ内に設
定します。

OCI_ATTR_CHARSET_ID 属性が OCI_UCS2ID（Unicode）に設定されている場合は、対応
するバインド・コールに対して渡されるか、またはそれらのコールを使用して受け取るすべ
てのデータは、UCS-2コード化されていると見なされます。詳細は、A-21ページの
「OCI_ATTR_CHARSET_ID」を参照してください。

value_sz (IN)
データ値のサイズ。 配列バインドの場合、これは、alenpパラメータに指定される実サイズで
可能な要素の最大サイズになります。 

サイズがクライアント・アプリケーションで不明な記述子、ロケータまたは REFの場合、
ユーザーが渡す構造体のサイズが使用されます。例 : sizeof（OCILobLocator *）

dty (IN)
バインドされる値のデータ型です。名前付きデータ型（SQLT_NTY）と REF（SQLT_REF）
は、アプリケーションが オブジェクト・モードで初期化されている場合のみ有効です。名前
付きデータ型または REFの場合、バインド・ハンドルで追加コールが行われ、データ型固有
属性が設定されます。

indp (IN/OUT)
標識変数または配列へのポインタです。すべてのデータ型について、これは sb2または sb2
の配列へのポインタです。 ただ 1つの例外は SQLT_NTYです。SQLT_NTYに対してはこの
ポインタは無視され、標識構造体の実際のポインタまたは標識構造体配列が OCIBindObject()
により初期化されます。 動的バインドでは無視されます。

標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

alenp (IN/OUT)
配列要素の実際の長さの配列へのポインタです。 alenp内の各要素は、実行前後のバインド値
配列内の該当要素のデータ長です。 このパラメータは、動的バインドでは無視されます。

注意注意注意注意 : alenpが value_szより小さい場合は、データはスキップされます。

rcodep (OUT)
列レベル・リターン・コードの配列を指すポインタです。 このパラメータは、動的バインド
では無視されます。

maxarr_len (IN)
PL/SQLバインドで可能なタイプ dtyの要素の最大数です。このパラメータは、非 PL/SQL
バインドでは必要ありません。maxarr_lenがゼロ以外であれば、OCIBindDynamic()または
OCIBindArrayOfStruct()を呼び出して、追加バインド属性を設定できます。 

curelep (IN/OUT)
実際の要素の数へのポインタです。このパラメータは、PL/SQLバインドでのみ必要です。
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mode (IN)
このパラメータに有効なモードは次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - これはデフォルト・モードです。

� OCI_DATA_AT_EXEC - このモードが選択される場合、value_szパラメータは、実行時
に提供可能なデータの最大サイズを定義します。アプリケーションは、OCIライブラリ
のランタイム INデータ・バッファをいつでも何回でも提供できる状態にしておく必要
があります。 ランタイム・データは、次の 2つの方法のどちらかを使用して提供されま
す。

� OCIBindDynamic()への後続コールによって登録されるユーザー定義関数を使用する
コールバック。 

� OCIで提供されるコールを使用するポーリング・メカニズム。コールバックが定義
されていない場合は、このモードになります。

OCI_DATA_AT_EXECモードの使用方法の詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ
割当てとピース単位操作」を参照してください。

割り当てたバッファは、不要になった際にクライアント側で解放する必要があります。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、基本バインド操作を実行するときに使用します。バインドは、プログラム変
数のアドレスと SQL文または PL/SQLブロック内のプレース・ホルダの関連付けを作成し
ます。 このバインド・コールは、バインドされるデータの型も指定し、実行時にデータを提
供するメソッドも指示できます。

この関数は、bindppパラメータによって指示されたバインド・ハンドルの暗黙の割当ても行
います。**bindppに非 NULLポインタが渡されると、OCIでは、OCIHandleAlloc()または
OCIBindByPos()のコールで以前に割り当てられた有効なハンドルを指します。

OCIアプリケーション内のデータは、プレース・ホルダに静的または動的にバインドできま
す。実行の直前にすべての INバインド・データと OUTバインド・バッファが正しく定義
された場合、バインドは静的になります。 実行時にクライアント・ライブラリからの要求に
よりアプリケーションから INバインド・データと OUTバインド・バッファが供給される
場合、バインドは動的になります。 動的バインドを指定するには、このコールの modeパラ
メータを OCI_DATA_AT_EXECに設定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 動的バインドの詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピース
単位操作」を参照してください。

OCIBindByName()と OCIBindByPos()は、パラメータとしてバインド・ハンドルを取ります
が、これはバインド・コールによって暗黙的に割り当てられます。アプリケーションでバイ
ンドしているすべてのプレース・ホルダに別個のバインド・ハンドルが割り当てられます。

特定のデータ型をバインドする際または入力データを特定の方法で処理する際に必要となる
特定の属性を指定する場合は、次の追加バインド・コールが必要です。

� 構造体配列が使用されている場合、OCIBindArrayOfStruct()をコールして必要なスキッ
プ・パラメータを設定する必要があります。
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� 実行時にデータが動的に提供されている場合、アプリケーションでユーザー定義のコー
ルバック関数を使用するときには OCIBindDynamic()をコールしてコールバックを登録
します。

� 名前付きデータ型がバインドされている場合、OCIBindObject()をコールしてその他の必
要情報を指定する必要があります。

� RETURNING句を含む文を使用する場合は、このコールの後に OCIBindDynamic()を
コールする必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBindDynamic()、OCIBindObject()、OCIBindArrayOfStruct()
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OCIBindDynamic()

用途用途用途用途
このコールは、動的データ割当て用のユーザー・コールバックを登録するときに使用しま
す。 

構文構文構文構文
sword OCIBindDynamic ( OCIBind     *bindp,
                       OCIError    *errhp,
                       dvoid       *ictxp, 
                       OCICallbackInBind         (icbfp)(/*_
                                dvoid            *ictxp,
                                OCIBind          *bindp,
                                ub4              iter, 
                                ub4              index, 
                                dvoid            **bufpp,
                                ub4              *alenp,
                                ub1              *piecep, 
                                dvoid            **indpp */),
                       dvoid       *octxp,
                       OCICallbackOutBind        (ocbfp)(/*_
                                dvoid            *octxp,
                                OCIBind          *bindp,
                                ub4              iter, 
                                ub4              index, 
                                dvoid            **bufpp, 
                                ub4              **alenpp,
                                ub1              *piecep,
                                dvoid            **indpp, 
                                ub2              **rcodepp _*/)   );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

bindp (IN/OUT)
OCIBindByName()または OCIBindByPos()のコールにより戻されるバインド・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

ictxp (IN)
コールバック関数 icbfpに必要なコンテキスト・ポインタです。 

icbfp (IN)
実行時に INバインド値またはピースのポインタを戻すコールバック関数です。 コールバッ
クは、次のパラメータを取ります。 
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ictxp (IN/OUT)
このコールバック関数用のコンテキスト・ポインタです。 

bindp (IN)
このバインド変数を一意に指定するために渡されたバインド・ハンドルです。 

iter (IN)
0（ゼロ）ベースの実行繰返し値。 

index (IN)
カレント配列の索引（PL/SQLの配列バインド用）。 SQLでは行の索引です。値は 0（ゼロ）
以上、バインド・コールの curelepパラメータ値以下です。 

bufpp (OUT)
バッファまたは記憶域のポインタです。 記述子の場合、 *bufppには記述子を指すポインタが
含まれます。 たとえば、次のような定義を行うとします。

OCILOBLocator    *lobp;

この場合、 *bufppに *lobpではなく、lobpを設定します。

REFの場合はそのアドレスを渡します。つまり、*bufppのかわりに &my_refを渡します。

OCI_ATTR_CHARSET_ID 属性が OCI_UCS2ID（Unicode）に設定されている場合は、対応
するバインド・コールに対して渡されるか、またはそれらのコールを使用して受け取るすべ
てのデータは、UCS-2コード化されていると見なされます。詳細は、A-21ページの
「OCI_ATTR_CHARSET_ID」を参照してください。

alenp (OUT)
バインド値またはバインド・ピースを読み込んだ後にそれを保存するための OCI用記憶域へ
のポインタです。記述子の場合、記述子にポインタのサイズを渡します。
例 : sizeof(OCILobLocator *)

piecep (OUT)
バインド値のいずれかのピース。 この値は、OCI_ONE_PIECE、OCI_FIRST_PIECE、
OCI_NEXT_PIECEまたは OCI_LAST_PIECEのいずれかです。 ピース単位操作をサポートし
ないデータ型の場合、OCI_ONE_PIECEを渡す必要があります。OCI_ONE_PIECEを渡さ
ないとエラーになります。

indp (OUT)
標識値を含みます。これは、sb2値のポインタ、あるいは名前付きデータ型を結び付ける標
識構造体のポインタです。 

octxp (IN)
コールバック関数 ocbfpに必要なコンテキスト・ポインタです。 
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ocbfp (IN)
実行時に OUTバインド値またはピースのポインタを戻すコールバック関数です。 コール
バックは、次のパラメータを取ります。

octxp (IN/OUT)
このコールバック関数用のコンテキスト・ポインタです。 

bindp (IN)
このバインド変数を一意に指定するために渡されたバインド・ハンドルです。 

iter (IN)
0（ゼロ）ベースの実行繰返し値。 

index (IN)
カレント配列の PL/SQL用索引用（配列バインド用）です。SQLの場合、カレント反復の
行番号です。値は 0（ゼロ）以上、バインド・コールの curelepパラメータ値以下です。 

bufpp (OUT)
バインド値またはバインド・ピースを書き込むバッファのポインタ。 

OCI_ATTR_CHARSET_ID 属性が OCI_UCS2ID（Unicode）に設定されている場合は、対応
するバインド・コールに対して渡されるか、またはそれらのコールを使用して受け取るすべ
てのデータは、UCS-2コード化されていると見なされます。詳細は、A-21ページの
「OCI_ATTR_CHARSET_ID」を参照してください。

alenpp (IN/OUT)
バインド値またはバインド・ピースを読み込んだ後それを保存するための OCI用領域へのポ
インタです。 

piecep (IN/OUT)
コールバック（アプリケーション）から Oracleへ、次のようにピース値を戻します。

� IN - 値は OCI_ONE_PIECEまたは OCI_NEXT_PIECEです。

� OUT - INの値に応じて異なります。

IN値が OCI_ONE_PIECEの場合、OUT値は OCI_ONE_PIECEまたは
OCI_FIRST_PIECEです。

IN値が OCI_NEXT_PIECEの場合、OUT値は OCI_NEXT_PIECEまたは
OCI_LAST_PIECEです。

indpp (OUT)
標識値（sb2値または名前付きデータ型の標識構造体のポインタ）を含むポインタを戻しま
す。 

rcodepp (OUT)
リターン・コードを含むポインタを戻します。 
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コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIBindByName()または OCIBindByPos()の以前のコールで
OCI_DATA_AT_EXECモードが指定された場合に、データの用意または受取り用のユー
ザー定義コールバック関数を登録するときに使用されます。 

コールバック関数ポインタは、コールが成功した場合には OCI_CONTINUEを戻します。 
OCI_CONTINUE以外のリターン・コードは、クライアントが処理の即時停止を求めている
ことを示します。

OCI_DATA_AT_EXECモードの詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピース
単位操作」を参照してください。

記憶領域のアドレスを渡す際は、コールバックからアプリケーションが復帰した後も必ずそ
の記憶領域が存在するようにしてください。 したがって、このような記憶域はスタック上に
割り当てないでください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIBindObject()

用途用途用途用途
この関数は、名前付きデータ型（オブジェクト）のバインドに必要な追加属性を設定しま
す。

構文構文構文構文
sword OCIBindObject ( OCIBind          *bindp,
                      OCIError         *errhp, 
                      CONST OCIType    *type,
                      dvoid            **pgvpp, 
                      ub4              *pvszsp, 
                      dvoid            **indpp, 
                      ub4              *indszp, );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

bindp (IN/OUT)
OCIBindByName()または OCIBindByPos()のコールにより戻されるバインド・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

type (IN)
結び付けられているプログラム変数のタイプを示す TDOを指します。 OCITypeByName()の
コールにより取り出されます。SQLの REFではオプションですが、PL/SQLの REFでは必
須です。

pgvpp (IN/OUT)
プログラム変数バッファのアドレスです。 配列では、 pgvppはアドレス配列を示します。 バイ
ンド変数が OUT変数でもある場合は、オブジェクト・キャッシュ内に OUT名前付きデー
タ型値または REFが割り当てられ、REFが戻されます。 

pgvppは、OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合、無視されます。 名前付き
データ型バッファは、実行時に要求されます。 静的配列バインドでは、
OCIBindArrayOfStruct()コールを使用してスキップ係数を指定できます。 スキップ係数は、
値に対する次のポインタのアドレスおよび標識構造体、各自のサイズを計算するために使用
されます。

pvszsp (OUT) [optional]  
プログラム変数のサイズを指します。 名前付きデータ型のサイズは、入力時には必要ありま
せん。配列の場合、pvszsp は ub4の配列です。 これは、OUTバインド変数の場合、戻り時
に受信した名前付きデータ型および REFのサイズを指します。pvszspは、
OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合無視されます。  この場合、バッファの
サイズは実行時に要求されます。
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indpp (IN/OUT) [optional]
パラレル標識構造体を含むプログラム変数バッファのアドレスです。 配列では、ポインタ配
列を示します。バインド変数が OUTバインド変数でもある場合は、オブジェクト・キャッ
シュにメモリーが割り当てられ、OUT標識値が格納されます。 すべての OUT値が受け取ら
れた実行終了時には、indppは、新たに割り当てられたこれらの標識構造体のポインタを指
しています。 SQLT_NTYバインドの場合のみ必要です。indppは、OCI_DATA_AT_EXEC
モードが設定されている場合無視されます。 この場合、標識は実行時に要求されます。

indszp (IN/OUT)
IN標識構造体プログラム変数のサイズを指します。配列では、ub4配列です。 これは、OUT
バインド変数の場合、戻り時に受信した OUT標識構造体のサイズを指します。indszpは、
OCI_DATA_AT_EXECモードが設定されている場合無視されます。  この場合、標識のサイ
ズは実行時に要求されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は名前付きデータ型または REFのバインド時に追加属性を設定します。OCI環境
が非オブジェクト・モードで初期化された場合は、この関数をコールするとエラーが戻され
ます。 

この関数は、定義される名前付きデータ型用にデータ型 OCITypeの型記述子オブジェクト
（TDO）をパラメータとして取ります。 TDOは、OCITypeByName()のコールにより取り出せ
ます。

OCIBindByName()または OCIBindByPos()に OCI_DATA_AT_EXECモードが指定された場
合、INバッファのポインタは、OCIBindDynamic()コールに登録されたコールバック icbfpを
使用するか、OCIStmtSetPieceInfo()コールによって取得されます。 バッファは、OUTデータ
のために動的に割り当てられ、これらのバッファのポインタは、OCIBindDynamic()によっ
て登録された ocbfp() をコールするか、OCIStmtExecute()が OCI_NEED_DATAを戻したとき
にコールされる OCIStmtSetPieceInfo()によって渡されたバッファにポインタを設定すること
で戻されます。クライアント・ライブラリが割り当てたバッファのメモリーは、不要になっ
たときに OCIObjectFree()コールを使用して解放する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBindByName()、OCIBindByPos()
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OCIDefineArrayOfStruct()

用途用途用途用途
このコールは、構造体配列（複数行、複数列）のフェッチで使用される静的な配列定義に必
要な追加属性を指定します。

構文構文構文構文
sword OCIDefineArrayOfStruct ( OCIDefine   *defnp,
                               OCIError    *errhp,
                               ub4         pvskip, 
                               ub4         indskip, 
                               ub4         rlskip,
                               ub4         rcskip );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

defnp (IN/OUT)
OCIDefineByPos()のコールにより戻された定義構造体のハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

pvskip (IN)
次のデータ値用のスキップ・パラメータです。

indskip (IN)
次の標識位置のためのスキップ・パラメータです。 

rlskip (IN)
次の戻り長さ値のためのスキップ・パラメータです。

rcskip (IN)
次のリターン・コードのためのスキップ・パラメータです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIDefineByPos()の後続コールです。 

アプリケーションでオブジェクトを含む構造体配列をバインドしている場合、最初に
OCIDefineObject()をコールして、次に OCIDefineArrayOfStruct()をコールする必要がありま
す。

スキップ・パラメータの詳細は、5-23ページの「スキップ・パラメータ」を参照してくださ
い。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDefineByPos()、OCIDefineObject()
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OCIDefineByPos()

用途用途用途用途
選択リスト内の項目を型と出力データ・バッファに関連付けます。 

構文構文構文構文
sword OCIDefineByPos ( OCIStmt     *stmtp, 
                       OCIDefine   **defnpp,
                       OCIError    *errhp,
                       ub4         position,
                       dvoid       *valuep,
                       sb4         value_sz,
                       ub2         dty,
                       dvoid       *indp,
                       ub2         *rlenp,
                       ub2         *rcodep,
                       ub4         mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN/OUT)
要求された SQL問合せ操作へのハンドルです。

defnpp (IN/OUT)
定義ハンドルのポインタへのポインタです。 このパラメータを NULLで渡すと、定義ハンド
ルが暗黙的に割り当てられます。再定義の場合は、非 NULLハンドルをこのパラメータに渡
すことができます。このハンドルは、この列用の定義情報を格納するために使用されます。 

注意注意注意注意 :  ユーザーはこのポインタを記録する必要があります。同じ列位置に対する 2回目
の OCIDefineByPos()のコールでは、同じポインタが戻されるとは限りません。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

position (IN)
選択リストでのこの値の位置です。位置は 1から始まり、左から右へ番号が振られます。 た
とえば、次の SELECT文では、

SELECT empno, ssn, mgrno FROM employees;

empnoは位置 1に、ssnは位置 2に、mgrnoは位置 3になります。

valuep (IN/OUT)
dtyパラメータに指定されているタイプのバッファまたはバッファの配列のポインタです。 単
独のフェッチ・コールで複数の行をフェッチする場合は、複数のバッファを指定できます。
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value_sz (IN)
各 valuepバッファのバイト・サイズです。 データが VARCHAR2形式で内部的に格納されて
いる場合、必要な文字数がバイト単位のバッファ・サイズと異なるときは、OCIAttrSet()を
使用して追加指定できます。 

NLS変換環境では、指定されたバイト数が小さくて要求された文字数が処理できない場合は
切捨てエラーが発生します。

OCI_ATTR_CHARSET_ID 属性が OCI_UCS2ID（Unicode）に設定されている場合は、対応
する定義コールに対して渡されるか、またはそれらのコールを使用して受け取るすべての
データは、UCS-2コード化されていると見なされます。詳細は、A-23ページの
「OCI_ATTR_CHARSET_ID」を参照してください。

dty (IN)
データ型です。名前付きデータ型（SQLT_NTY）と REF（SQLT_REF）は、環境がオブジェ
クト・モードで初期化されている場合のみ有効です。データ型コードおよび値については、
第 3章「データ型」のリストを参照してください。

indp (IN)
標識変数または配列へのポインタです。スカラー・データ型については、sb2または sb2の
配列へのポインタです。 SQLT_NTY定義は無視されます。 SQLT_NTY定義では、名前付き
データ型の標識構造体または名前付きデータ型の標識構造体配列のポインタは、後続の
OCIDefineObject()コールによって関連付けられます。 

標識変数の詳細は、2-31ページの「標識変数」を参照してください。

rlenp (IN/OUT)
フェッチされたデータの長さの配列のポインタです。 rlenp内の各要素は、フェッチ後の行の
中の該当要素内のデータの長さです。 

rcodep (OUT)
列レベルのリターン・コードの配列のポインタです。

mode (IN)
次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT - これはデフォルトのモードです。

� OCI_DYNAMIC_FETCH - フェッチするときにデータを動的に割り当てる必要があるア
プリケーションでは、このモードを使用する必要があります。 ユーザーは、
OCIDefineDynamic()を追加でコールして、動的に割り当てられたバッファを受け取るた
めに呼び出されるコールバック関数を設定できます。 このモードでは、valuepおよび
value_szパラメータは無視されます。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、Oracleから取り出されたデータを受け取るアウトプット・バッファを定義し
ます。 この定義は、SELECT文が OCIアプリケーションにデータを戻すときに必要なローカ
ル・ステップです。
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このコールは、選択リスト項目用の定義ハンドルの暗黙の割当ても行います。非 NULLポイ
ンタが *defnppに渡されると、OCIでは OCIHandleAlloc()または OCIDefineByPos()のコール
で以前に割り当てられた有効なハンドルを指します。 別のアドレスに対してハンドルを再定
義しているアプリケーションの場合はこれがあてはまるため、複数のフェッチに同じ定義ハ
ンドルを再使用できます。

列をフェッチするための属性の定義は、1つ以上のコールで実行されます。 最初のコールは、
フェッチを指定するために必要な最小限の属性を定義する OCIDefineByPos()です。 

ある種のデータ型またはフェッチ・モードでは、OCIDefineByPos()のコールの後に、次の追
加定義コールが必要です。

� 複数列を配列フェッチするためのスキップ・パラメータを設定するには、
OCIDefineArrayOfStruct() のコールが必要です。

� 名前付きデータ型（つまりオブジェクトまたはコレクション）または REFのフェッチに
適した属性を設定するには、OCIDefineObject()のコールが必要です。 この場合、
OCIDefineByPos()内のデータ・バッファ・ポインタは無視されます。

� 名前付きデータ型の列を持つ複数の行をフェッチするには、OCIDefineByPos()の後に、
OCIDefineArrayOfStruct()と OCIDefineObject() の両方をコールする必要があります。

LOB定義では、バッファ・ポインタは、OCIDescriptorAlloc()コールによって割り当てら
れる OCILobLocator型の LOBロケータのポインタにしてください。 LOB列には、LOBの値
ではなく、常に LOBロケータが戻ります。 LOB値は、フェッチしたロケータに対して OCI 
LOBコールを使用するとフェッチできます。 これと同じ方式がすべての記述子データ型で使
用されます。

NCHAR（固定長および可変長）では、バッファ・ポインタは、必要な NCHAR文字を保持
するに十分なバイト配列を指している必要があります。 

NESTED TABLEの列は、他のすべての名前付きデータ型と同じように定義およびフェッチ
されます。 

記述子またはロケータの配列を定義するときに、記述子またはロケータのポインタ配列を渡
す必要があります。

キャラクタ列の配列を定義するときに、文字バッファ配列を渡す必要があります。

このコールの modeパラメータに OCI_DYNAMIC_FETCHが設定された場合は、クライアン
ト・アプリケーションから実行時にデータを動的にフェッチできます。 ランタイム・データ
は、次の 2つの方法で用意できます。

� OCIDefineDynamic()の後続コールによって登録する必要があるユーザー定義関数を使用
するコールバック。 クライアント・ライブラリがフェッチしたデータを戻すためにバッ
ファが必要になると、このコールバックが呼び出され、用意されたランタイム・バッ
ファがデータの一部または全部を戻します。 

� OCIで用意されているコールを使用するポーリング・メカニズム。 このモードは、コー
ルバックが定義されていない場合自動的に選択されます。 この場合、フェッチ・コール
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により OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻され、データはピース単位のポーリング
方法で用意されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI_DYNAMIC_FETCHモードの使用方法の詳細は、5-36ページの「ラン
タイム・データ割当てとピース単位操作」を参照してください。

定義の詳細は、5-18ページの「定義」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDefineArrayOfStruct()、OCIDefineDynamic()、OCIDefineObject()
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OCIDefineDynamic()

用途用途用途用途
このコールは、OCIDefineByPos()で OCI_DYNAMIC_FETCHモードが選択されたときに必
要な追加属性を設定するために使用されます。 

構文構文構文構文
sword OCIDefineDynamic ( OCIDefine   *defnp,
                         OCIError    *errhp,
                         dvoid       *octxp, 
                         OCICallbackDefine       (ocbfp)(/*_
                                  dvoid          *octxp,
                                  OCIDefine      *defnp,
                                  ub4            iter, 
                                  dvoid          **bufpp,
                                  ub4            **alenpp,
                                  ub1            *piecep,
                                  dvoid          **indpp,
                                  ub2            **rcodep _*/)  );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

defnp (IN/OUT)
OCIDefineByPos()のコールにより戻される定義構造体へのハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

octxp (IN)
コールバック関数のコンテキストを指します。 

ocbfp (IN)
コールバック関数を指します。 この関数は、検索されるフェッチ・データまたはそのピース
を格納するバッファを指すポインタを取得するために実行時にコールされます。 このコール
バックは、標識、リターン・コードおよびデータ・ピースと標識の長さも指定します。

警告警告警告警告 :コールバック・パラメータを使用する場合は、パラメータ・モードにとっての IN
と OUTの意味を念頭に置いて作業する必要があります。 通常、OCI関数では、INパラ
メータは Oracleに渡すデータを表し、 OUTパラメータは Oracleから戻されるデータを
表します。 コールバックの場合、これが逆になります。 INは Oracleからコールバックに
渡されるデータ、OUTはコールバックから Oracleに渡されるデータです。

次にコールバック・パラメータをリストします。
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octxp (IN/OUT)
すべてのコールバック関数へ引数として渡されるコンテキスト・ポインタです。

defnp (IN)
定義ハンドルです。

iter (IN)
このカレント・フェッチのいずれかの列（基準 0（ゼロ））です。

bufpp (OUT)
列値を格納するバッファのポインタを Oracleに戻します。つまり、*bufppは列値の適切な記
憶域を示します。

alenpp (IN/OUT)
これは、*bufppに提供している記憶域のサイズを設定するために、アプリケーションで使用
します。 データがバッファにフェッチされると、alenppはデータの実サイズを示します。

piecep (IN/OUT)
コールバック（アプリケーション）から Oracleへ、次のようにピース値を戻します。

� IN - 値は OCI_ONE_PIECEまたは OCI_NEXT_PIECEです。

� OUT - INの値に応じて異なります。

IN値が OCI_ONE_PIECEの場合、OUT値は OCI_ONE_PIECEまたは
OCI_FIRST_PIECEです。

IN値が OCI_NEXT_PIECEの場合、OUT値は OCI_NEXT_PIECEまたは
OCI_LAST_PIECEです。

indpp (IN)
標識変数ポインタです。

rcodep (IN)
リターン・コード変数ポインタです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIDefineByPos()のコールで OCI_DYNAMIC_FETCHモードが選択されて
いる場合、必要な追加属性を設定するために使用されます。OCI_DYNAMIC_FETCHモー
ドが選択されているときに OCIDefineDynamic()のコールがスキップされた場合、アプリ
ケーションでは、OCIコール（OCIStmtGetPieceInfo()および OCIStmtSetPieceInfo()）を使用
してデータ・ピース単位がフェッチされます。OCI_DYNAMIC_FETCHモードの詳細は、
5-36ページの「ランタイム・データ割当てとピース単位操作」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDefineByPos()
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OCIDefineObject()

用途用途用途用途
名前付きデータ型または REFの定義のために必要な追加属性を設定します。

構文構文構文構文
sword OCIDefineObject ( OCIDefine       *defnp,
                        OCIError        *errhp,
                        CONST OCIType   *type,
                        dvoid           **pgvpp, 
                        ub4             *pvszsp, 
                        dvoid           **indpp, 
                        ub4             *indszp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

defnp (IN/OUT)
以前 OCIDefineByPos()のコールで割り当てられた定義ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

type (IN) [optional]
プログラム変数のタイプを示す型記述子オブジェクト（TDO）を指します。 型 SQLT_NTY
のプログラム変数にのみ使用されます。 このパラメータはオプションであり、使用しない場
合は NULLとして渡せます。

pgvpp (IN/OUT)
プログラム変数バッファのポインタを指します。 配列では、pgvppはポインタ配列を示しま
す。 フェッチした名前付きデータ型インスタンス用のメモリーは、オブジェクト・キャッ
シュ内に動的に割り当てられます。 すべての値を受け取ったフェッチの終了時に、pgvppは、
新たに割り当てられた名前付きデータ型インスタンスのポインタを示します。 名前付きデー
タ型インスタンスが不要になった際には、アプリケーションから OCIObjectFree()をコールし
て、これらの割当てを解除する必要があります。

注意注意注意注意 : アプリケーションにおいてバッファが暗黙のうちにキャッシュに割り当てられる
ようにするには、*pgvppを NULLとして渡す必要があります。

pvszsp (IN/OUT)
プログラム変数のサイズを指します。 配列では、ub4配列です。

indpp (IN/OUT)
パラレル標識構造体を含むプログラム変数バッファのポインタを指します。 配列では、ポイ
ンタ配列を示します。標識構造体を格納するためのメモリーがオブジェクト・キャッシュ内
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に割り当てられます。 すべての値を受け取ったフェッチの終了時には、indppは、新たに割り
当てられた標識構造体のポインタを示しています。 

indszp (IN/OUT)
標識構造体プログラム変数のサイズを指します。 配列では、ub4配列です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、初期定義情報を設定する OCIDefineByPos()の後続コールです。 このコールは、
名前付きデータ型定義のために必要な追加属性を設定します。OCI環境が非オブジェクト・
モードで初期化されているときにこの関数をコールした場合は、エラーが戻ります。

この関数は、定義される名前付きデータ型用にデータ型 OCITypeの型記述子オブジェクト
（TDO）をパラメータとして取ります。 TDOは、OCIDescribeAny()をコールして取り出すこ
とができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCIプロセス環境の初期化の詳細は、15-92ページの OCIInitialize()の説明を
参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDefineByPos()
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OCIDescribeAny()

用途用途用途用途
既存のスキーマ・オブジェクトおよびサブスキーマ・オブジェクトを記述します。

構文構文構文構文
sword OCIDescribeAny ( OCISvcCtx       *svchp,
                       OCIError        *errhp,
                       dvoid           *objptr,
                       ub4             objptr_len,
                       ub1             objptr_typ,
                       ub1             info_level,
                       ub1             objtyp,
                       OCIDescribe     *dschp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

objptr (IN)
このパラメータは次のいずれかです。

1. 記述されるオブジェクト名を含む文字列

2. TDOに対する REFのポインタ（型用）

3. TDOのポインタ（型用）

前述の各値は、objptr_typに適切な値を渡すことで区別されます。このパラメータは非
NULLにしてください。

1の場合、オブジェクト名を含む文字列は、scott.emp.empno@mydbのように、
name1[.name2 ...][@linkname]のフォーマットにしてください。データベース・リンクは
Oracle8iデータベースにのみ許可されています。 オブジェクト名は、次の SQLルールによっ
て解釈されます。

� name1が入力され、objtypが OCI_PTYPE_SCHEMAの場合にのみ、名前は、指定され
たスキーマを参照します。Oracleデータベースは、Oracle8i 以降が必要です。

� name1が入力され、objtypが OCI_PTYPE_DATABASEの場合にのみ、名前は、指定さ
れたデータベースを参照します。database_name@db_link_nameを使用してリモート・
データベースを記述する場合は、リモート Oracleデータベースは Oracle8i 以降が必要
です。
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� name1が入力され、objtypが OCI_PTYPE_SCHEMAまたは OCI_PTYPE_DATABASE以
外の場合にのみ、名前は、カレント・ユーザーのカレント・スキーマ内の名前付きオブ
ジェクト（表 /ビュー /プロシージャ /ファンクション /パッケージ /型 /シノニム
/順序）を参照します。 Oracle7 Serverに接続したときは、有効な型はプロシージャおよ
びファンクションのみです。

� name1.name2.name3 ...  を入力した場合は、オブジェクト名は、name1というスキーマ内
のスキーマ・オブジェクトまたはサブスキーマ・オブジェクトを参照します。たとえ
ば、文字列 scott.emp.deptnoでは、scottはスキーマの名前、empはスキーマ内の表の
名前で、deptnoは表内の列の名前です。

objnm_len (IN)
objptrが指す名前文字列の長さです。名前が渡される場合は、0（ゼロ）以外にしてくださ
い。objptrが TDOまたはその REFのポインタの場合は 0（ゼロ）でもかまいません。

objptr_typ (IN)
objptrに渡されるオブジェクトのタイプです。 次の値が有効です。

� OCI_OTYPE_NAME、objptrがスキーマ・オブジェクトの名前を示す場合

� OCI_OTYPE_REF、objptrが TDOに対する REFのポインタの場合

� OCI_OTYPE_PTR、objptrが TDOのポインタの場合

info_level (IN)
今後の拡張要素のために確保されています。 OCI_DEFAULTを渡します。

objtyp (IN)
記述されるスキーマ・オブジェクトのタイプです。 次の値が有効です。

� OCI_PTYPE_TABLE（表用）

� OCI_PTYPE_VIEW（ビュー用）

� OCI_PTYPE_PROC（プロシージャ用）

� OCI_PTYPE_FUNC（ファンクション用）

� OCI_PTYPE_PKG（パッケージ用）

� OCI_PTYPE_TYPE（型用）

� OCI_PTYPE_SYN（シノニム用）

� OCI_PTYPE_SEQ（順序用）

� OCI_PTYPE_SCHEMA（スキーマ用）

� OCI_PTYPE_DATABASE（データベース用）

� OCI_PTYPE_UNK（不明なスキーマ・オブジェクト用）
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dschp (IN/OUT)
コール後のオブジェクトに関する記述情報とともに移入されている記述ハンドルです。非
NULLにしてください。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、表、ビュー、シノニム、プロシージャ、ファンクション、パッケージ、順
序、型、スキーマおよびデータベースなどの既存のスキーマ・オブジェクトを記述する汎用
的な記述コールです。このコールでは、表内の列などのサブスキーマ・オブジェクトも記述
できます。このコールは、 OCIAttrGet()コールを使用して取得できるオブジェクト固有の属
性を記述ハンドルに移入します。

記述ハンドルに対する OCIParamGet()は、指定位置のパラメータ記述子を戻します。パラ
メータ位置は 1から開始します。パラメータ記述子に対して OCIAttrGet()をコールすると、
ストアド・プロシージャまたはファンクション・パラメータの特定の属性、あるいは表の列
記述子が戻されます。OCIDescribeAny()によってスキーマ・オブジェクト記述全体がクライ
アント側にキャッシュされているため、これらの後続コールは、サーバーへのラウンドト
リップを別に行う必要がありません。記述ハンドルに対する OCIAttrGet()は、位置の総数も
戻します。

記述ハンドルに対して OCI_ATTR_DESC_PUBLIC属性が設定されている場合、カレント・
スキーマに名前付きオブジェクトが存在せず name1のみが指定されているときは、このオブ
ジェクトはパブリック・シノニムとして参照されます。

記述操作の詳細は、第 6章「スキーマ・メタデータの記述」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()、OCIParamGet()
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OCIStmtGetBindInfo()

用途用途用途用途
バインドおよび標識変数名を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIStmtGetBindInfo ( OCIStmt      *stmtp,
                           OCIError     *errhp,
                           ub4          size,
                           ub4          startloc,
                           sb4          *found,
                           text         *bvnp[],
                           ub1          bvnl[],
                           text         *invp[],
                           ub1          inpl[],
                           ub1          dupl[],
                           OCIBind      *hndl[] );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN)
文ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

size (IN)
各配列の要素数です。

startloc (IN)
バインド情報の取得を開始するバインド変数の位置です。

found (IN)
絶対値関数（found）は、開始位置にかかわりなく、文のバインド変数の合計数を与えます。 
戻されたバインド変数の数が用意されたサイズよりも少ない場合は正数に、そうでない場合
は負数になります。

bvnp (OUT)
バインド変数名を保持するポインタの配列です。

bvnl (OUT)
各 bvnp要素の長さを保持する配列です。

invp (OUT)
標識変数名を保持するポインタの配列です。
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バインド関数、定義関数および記述関数
inpl (OUT)
各 invp要素の長さを保持するポインタの配列です。

dupl (OUT)
バインド位置が他と重複しているかどうかにより、その要素値が 0または 1になる配列で
す。

hndl (OUT)
バインド位置のバインドが完了している場合にバインド・ハンドルを戻す配列です。 重複し
ていると、ハンドルは戻りません。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、文が準備された後にバインド変数に関する情報を戻します。 バインド名、標
識名および重複バインドかどうかなどの情報が含まれます。 このコールでは、 対応付けられ
たバインド・ハンドルがあれば、それも戻します。 バインド変数の区別ごとの数ではなく、
総数を foundパラメータに設定します。

SELECT INTOリスト変数はバインドとはみなされていないため、この関数には含まれませ
ん。

このコールの前に、OCIStmtPrepare()のコールを使用して文を準備する必要があります。 

このコールは、ローカルで処理されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIStmtPrepare()
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ダイレクト・パス・ロード関数
ダイレクト・パス・ロード関数ダイレクト・パス・ロード関数ダイレクト・パス・ロード関数ダイレクト・パス・ロード関数
この項では、ダイレクト・パス・ロード関数について説明します。

表表表表 15-4  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIDirPathAbort() ダイレクト・パス処理を異常終了します。 15-73ページ

OCIDirPathColArrayEntryGet() 列配列内の特定のエントリを取得します。 15-74ページ

OCIDirPathColArrayEntrySet() 列配列内の特定のエントリを特定の値に設定します。 15-76ページ

OCIDirPathColArrayRowGet() 特定の行番号の基本行ポインタを取得します。 15-78ページ

OCIDirPathColArrayReset() 行配列の状態をリセットします。 15-79ページ

OCIDirPathColArrayToStream() 列配列からダイレクト・パス・ストリーム形式に変換します。 15-80ページ

OCIDirPathFinish() ロードされたデータを終了およびコミットします。 15-82ページ

OCIDirPathLoadStream() ダイレクト・パス・ストリーム形式に変換されたデータをロー
ドします。

15-83ページ

OCIDirPathPrepare() 行の変換またはロードを行うために、ダイレクト・パス・イン
タフェースを準備します。

15-84ページ

OCIDirPathStreamReset() ダイレクト・ストリームの状態をリセットします。 15-85ページ
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathAbort()

用途用途用途用途
ダイレクト・パス処理を異常終了します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathAbort   ( OCIDirPathCtx          *dpctx,
                          OCIError               *errhp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpctx (IN)
ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
ダイレクト・パス処理のかわりに、サーバーによって維持されていたすべての状態は、異常
終了によって破棄されます。ダイレクト・パス・ロードの場合は、異常終了前にロードされ
たデータは問合せで参照できなくなりますが、ロードされていなかったデータが、まだセグ
メントの領域を使用している可能性があります。索引メンテナンス処理などのロード完了処
理は行われません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathFinish()、OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathPrepare()、
OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathStreamReset() 
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathColArrayEntryGet()

用途用途用途用途
列配列内の指定のエントリを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathColArrayEntryGet ( OCIDirPathColArray   *dpca,
                                   OCIError             *errhp,
                                   ub4                  rownum,
                                   ub2                  colIdx,
                                   ub1                  **cvalpp,
                                   ub4                  *clenp,
                                   ub1                  *cflgp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpca (IN/OUT)
ダイレクト・パス列配列ハンドルです。 

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

rownum (IN)
0（ゼロ）ベースの行オフセットです。

colIdx (IN)
列の識別子（索引）です。この列 IDは OCIDirPathColAttrSet()によって戻されます。

cvalpp (IN/OUT)
列データへのポインタのポインタです。

clenp (IN/OUT)
列データの長さへのポインタです。

cflgp (IN/OUT)
列フラグへのポインタです。 

次のいずれかの値が戻されます。

� OCI_DIRPATH_COL_COMPLETE - 列のすべてのデータが存在します。

� OCI_DIRPATH_COL_NULL - 列がNULLです。

� OCI_DIRPATH_COL_PARTIAL - 一部の列データが提供されます。
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ダイレクト・パス・ロード関数
コメントコメントコメントコメント
cflgpに OCI_DIRPATH_COL_NULLが設定されている場合は、この操作では cvalpおよび
clenpパラメータは設定されません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathColArrayEntrySet()、OCIDirPathColArrayRowGet()、OCIDirPathColArrayReset()、
OCIDirPathColArrayToStream()
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathColArrayEntrySet()

用途用途用途用途
 列配列内の指定のエントリを提供される値に設定します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathColArrayEntrySet ( OCIDirPathColArray   *dpca,
                                   OCIError             *errhp,
                                   ub4                  rownum,
                                   ub2                  colIdx,
                                   ub1                  *cvalp,
                                   ub4                  clen,
                                   ub1                  cflg );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpca (IN/OUT)
ダイレクト・パス列配列ハンドルです。 

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

rownum (IN)
0（ゼロ）ベースの行オフセットです。

colIdx (IN)
列の識別子（索引）です。この列 IDは OCIDirPathColAttrSet()によって戻されます。

cvalp (IN)
列データへのポインタです。

clen (IN)
列データの長さです。

cflg (IN)
列フラグです。次のいずれかの値が戻されます。

� OCI_DIRPATH_COL_COMPLETE - 列のすべてのデータが存在します。

� OCI_DIRPATH_COL_NULL - 列がNULLです。

� OCI_DIRPATH_COL_PARTIAL - 一部の列データが提供されます。

コメントコメントコメントコメント
cflgに OCI_DIRPATH_COL_NULLが設定されている場合は、cvalおよび clenパラメータは
使用されません。
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ダイレクト・パス・ロード関数
例例例例
次の例では、列配列内の最初の行のデータのソースに addr、長さに lenを設定します。この
例では、列は、colIdによって識別されます。

err = OCIDirPathColArrayEntrySet(dpca, errhp, (ub2)0, colId, addr, len,
                                OCI_DIRPATH_COL_COMPLETE);

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathColArrayEntryGet()、OCIDirPathColArrayRowGet()、OCIDirPathColArrayReset()、
OCIDirPathColArrayToStream()
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathColArrayRowGet()

用途用途用途用途
特定の行番号の列配列行ポインタを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathColArrayRowGet ( OCIDirPathColArray   *dpca,
                                 OCIError             *errhp,
                                 ub4                  rownum,
                                 ub1                  ***cvalppp,
                                 ub4                  **clenpp,
                                 ub1                  **cflgpp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpca (IN/OUT)
ダイレクト・パス列配列ハンドルです。 

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

rownum (IN)
0（ゼロ）ベースの行オフセットです。

cvalppp (IN/OUT)
列データのポインタのベクトルへのポインタです。

clenpp (IN/OUT)
列データの長さのベクトルへのポインタです。

cflgpp (IN/OUT)
列フラグのベクトルへのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
指定行の列配列エントリにポインタが戻ります。 ポインタが戻ると、アプリケーションでは
簡単なポインタ計算をして特定行の列間で反復処理を行います。このインタフェースを使用
すると、各列で OCIDirPathColArrayEntrySet()をコールする場合と比べて、行の列配列エン
トリの取得または設定を効率的に行うことができます。アプリケーションから、列配列の境
界を超えてメモリーの参照を解除しないでください。列配列のディメンションは、列配列の
属性として取得できます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathColArrayEntryGet()、OCIDirPathColArrayEntrySet()、OCIDirPathColArrayReset()、
OCIDirPathColArrayToStream()
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathColArrayReset()

用途用途用途用途
 列配列の状態をリセットします。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathColArrayReset ( OCIDirPathColArray   *dpca,
                                OCIError             *errhp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpca (IN)
ダイレクト・パス列配列ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
列配列の状態は、大きな列内でピース単位操作を行うとき、および列のロード中にエラーが
発生したときに、リセットする必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathColArrayEntryGet()、OCIDirPathColArrayEntrySet()、
OCIDirPathColArrayRowGet()、OCIDirPathColArrayToStream()
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathColArrayToStream()

用途用途用途用途
列配列形式からダイレクト・パス・ストリーム形式に変換します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathColArrayToStream ( OCIDirPathColArray     *dpca,
                                   OCIDirPathCtx  const   *dpctx,
                                   OCIDirPathStream       *dpstr,
                                   OCIError               *errhp, 
                                   ub4                    rowcnt,
                                   ub4                    rowoff );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpca (IN)
ダイレクト・パス列配列ハンドルです。

dpctx (IN)
ロードされているオブジェクトのダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルです。

dpstr (IN/OUT)
ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

rowcnt (IN)
列配列内の行数です。

rowoff (IN)
列配列内の開始索引です。

コメントコメントコメントコメント
このインタフェースは、OCIDirPathColAttrSet()によって指定された外部形式の列配列表現
データを、ダイレクト・パス・ストリーム形式に変換するときに使用します。変換された形
式は、OCIDirPathLoadStream()を使用したロードに適しています。 

ダイレクト・パス・ストリーム形式の列データは、Oracleの内部表現のデータに変換されま
す。すべての変換は、この 2タスク・インタフェースのクライアント側で行われ、変換エ
ラーは、このインタフェースへのコールと同時に発生します。エラーが発生した行および列
に関する情報は、列配列ハンドルの属性として取得できます。

スレッド環境では、同時に行われる OCIDirPathColArrayToStream()操作によって同じダイレ
クト・パス・コンテキスト・ハンドルが参照されることがあります。ただし、このインタ
フェースでは、ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルは変更されません。
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ダイレクト・パス・ロード関数
このコールのリターン・コードは次のとおりです。

� OCI_SUCCESS - 列配列内のすべてのデータがストリーム形式に正常に変換されました。 
列配列属性 OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された行数です。

� OCI_ERROR - 変換中にエラーが発生しました。エラー・ハンドルにエラー情報が格納
されます。 列配列属性 OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された行の数です。 属性
OCI_ATTR_COL_COUNTにはエラーの原因となった列の列配列の索引が格納されてい
ます。

� OCI_CONTINUE - 列配列内の一部のデータが、ストリーム形式に変換できませんでし
た。ストリーム・バッファの領域が不足しているため、すべての列配列データを格納で
きません。コール側は、データをロードしてファイルに保存するか、または別のスト
リームを使用して OCIDirPathArrayToStream()を再度コールし、残りの列配列データを
変換する必要があります。列配列には、変換を再開する場所を示す内部状態が格納され
ています。 列配列属性 OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された行数です。

� OCI_NEED_DATA - 列配列内のすべてのデータが正常に変換されましたが、列の一部
が見つかりました。コール側では、変換後のストリームをロードし、その行の残りの部
分を変換する必要があります。必要に応じて操作を反復します。  列配列属性
OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された行の数です。 属性 OCI_ATTR_COL_COUNT
には、一部がマークされた列の列配列の索引が格納されています。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathColArrayEntryGet()、OCIDirPathColArrayEntrySet()、
OCIDirPathColArrayRowGet()、OCIDirPathColArrayReset()
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathFinish()

用途用途用途用途
ダイレクト・パス・ロード操作を終了します。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathFinish (   OCIDirPathCtx          *dpctx,
                           OCIError               *errhp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpctx (IN)
ロードされるオブジェクトのダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
ロードが完了して、ロードされたデータがコミットされるときに、ダイレクト・パス終了関
数がコールされます。

戻り値 OCI_SUCCESSは、バックエンドによるロードが正常に終了したことを示します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathAbort()、OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathPrepare()、
OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathStreamReset() 
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathLoadStream()

用途用途用途用途
ダイレクト・パス・ストリーム形式に変換されたデータをロードします。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathLoadStream (   OCIDirPathCtx          *dpctx,
                               OCIDirPathStream       *dpstr,
                               OCIError               *errhp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpctx (IN)
ロードされるオブジェクトのダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルです。

dpstr (IN)
ロードするストリームのダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
インタフェースからエラーが戻されたときは、ストリームのソースとなった列配列内の列に
関する情報を、ダイレクト・パス・ストリームの属性として取得できます。また、エラーが
発生したストリーム内のオフセットも、ストリームの属性として取得できます。

この関数のリターン・コードは次のとおりです。

� OCI_SUCCESS - ストリーム内のすべてのデータが正常にロードされました。

� OCI_ERROR - データのロード中にエラーが発生しました。問題は、パーティションの
マッピング・エラー、NULL制約の違反、ファンクション索引評価エラー、またはエク
ステントを割り当てられないなどの領域条件の不足である可能性があります。ダイレク
ト・パス・ストリームの属性 OCI_ATTR_STREAM_OFFSETは、違反している行に対応
するストリームのオフセットです。 OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された行数です。

� OCI_NEED_DATA - 最後の行が完全な行ではありませんでした。コール側は、行の残
りをロードする必要があります。 ストリームのソースが列配列である場合は、属性
OCI_ATTR_ROW_COUNTは処理された完全な行の数になります。

� OCI_NO_DATA - 空のストリームまたは完全に処理されているストリームをロードしよ
うとしました。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathAbort()、OCIDirPathFinish()、OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathPrepare()、
OCIDirPathStreamReset() 
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathPrepare()

用途用途用途用途
行の変換またはロードを行う前に、ダイレクト・パス・ロード・インタフェースを準備しま
す。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathPrepare (   OCIDirPathCtx          *dpctx,
                            OCISvcCtx              *svchp,
                            OCIError               *errhp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpctx (IN)
ロードされるオブジェクトのダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルです。

svchp (IN)
サービス・コンテキストです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
操作するオブジェクトの名前、列データの外部属性、およびすべてのロード・オプションの
設定後、行の変換またはロードの前に OCIDirPathPrepare()を使用してダイレクト・パス・
インタフェースを準備する必要があります。

戻り値 OCI_SUCCESSは、ダイレクト・パス・ロード操作を行うために、バックエンドが適
切に初期化されたことを示しています。0（ゼロ）以外の戻り値は、エラーを示します。戻
される可能性のあるエラーは次のとおりです。

� コンテキストが無効です。

� サーバーに接続されていません。

� オブジェクト名が設定されていません。

� すでに準備されています。（２度準備することはできません。）

� オブジェクトがダイレクト・パス処理に適切ではありません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathAbort()、OCIDirPathFinish()、OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathLoadStream()、
OCIDirPathStreamReset() 
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ダイレクト・パス・ロード関数
OCIDirPathStreamReset()

用途用途用途用途
ダイレクト・パス・ストリームの状態をリセットします。

構文構文構文構文
sword OCIDirPathStreamReset ( OCIDirPathStream       *dpstr,
                              OCIError               *errhp,

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dpstr (IN)
ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
ダイレクト・パス・ストリームでは、次の OCIDirPathColArrayToStream()がストリームに書
込みを開始する場所を示す状態を維持します。通常、データはストリームの末尾に追加され
ます。ストリームが正常にロードされた後にコール側から新しいストリームを開始する場
合、またはストリーム内のデータを廃棄する場合は、このコールを使用してストリームをリ
セットする必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDirPathAbort()、OCIDirPathFinish()、OCIDirPathLoadStream()、OCIDirPathPrepare()、
OCIDirPathLoadStream()
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接続関数、認証関数および初期化関数接続関数、認証関数および初期化関数接続関数、認証関数および初期化関数接続関数、認証関数および初期化関数
この項では、OCI接続関数、認証関数および初期化関数について説明します。

表表表表 15-5  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIEnvCreate() OCI環境を作成および初期化します。 15-87ページ

OCIEnvInit() 環境ハンドルを初期化します。 15-90ページ

OCIInitialize() OCIプロセス環境を初期化します。 15-92ページ

OCILogon() 単純なシングルセッション・ログイン。 15-96ページ

OCIServerAttach() サーバーに連結します。サーバー・コンテキスト・ハンドルを初
期化します。

15-98ページ

OCIServerDetach() サーバーから連結解除します。サーバー・コンテキスト・ハンド
ルを未初期化します。

15-100ページ

OCISessionBegin() ユーザーを認証します。 15-101ページ

OCISessionEnd() ユーザー・セッションを終了します。 15-104ページ

OCITerminate() 共有メモリー・サブシステムから連結解除します。 15-105ページ
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OCIEnvCreate()

用途用途用途用途
OCI関数が実行される環境を作成および初期化します。

構文構文構文構文
sword OCIEnvCreate   ( OCIEnv        **envhpp,
                       ub4           mode,
                       CONST dvoid   *ctxp,
                       CONST dvoid   *(*malocfp)
                                     (dvoid *ctxp,
                                      size_t size),
                       CONST dvoid   *(*ralocfp)
                                     (dvoid *ctxp,
                                      dvoid *memptr,
                                      size_t newsize),
                       CONST void    (*mfreefp)
                                     (dvoid *ctxp,
                                      dvoid *memptr))
                       size_t    xtramemsz,
                       dvoid     **usrmempp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhpp (OUT)
環境へのハンドルのポインタです。 

mode (IN)
モードの初期化を指定します。 次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT - デフォルト・モードを使用します。

� OCI_THREADED - スレッド環境を使用します。ユーザーに公開されていない内部デー
タ構造体が複数スレッドによって同時にアクセスされないように保護します。

� OCI_OBJECT - オブジェクト機能を使用します。

� OCI_SHARED - 共有データ構造を利用します。

� OCI_EVENTS - パブリッシュ / サブスクライブ通知を利用します。

� OCI_NO_UCB - 動的コールバック・ルーチン OCIEnvCallbackのコールを抑止します。
デフォルトの動作では、環境の作成時に OCIEnvCallbackのコールが許可されます。詳
細は、9-14ページの「動的なコールバック登録」を参照してください。

� OCI_ENV_NO_MUTEX - このモードではmutex化されません。環境ハンドル、または
環境ハンドルから導出されたハンドルで行われたすべての OCIコールは、シリアライズ
化する必要があります。
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ctxp (IN)
メモリー・コールバック・ルーチンのユーザー定義コンテキストを指定します。

malocfp (IN)
ユーザー定義のメモリー割当て関数を指定します。モードが OCI_THREADEDの場合、こ
のメモリー割当てルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN)
ユーザー定義のメモリー割当て関数の、コンテキスト・ポインタを指定します。

size (IN)
ユーザー定義のメモリー割当て関数によって割り当てられるメモリーのサイズを指定しま
す。

ralocfp (IN)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数を指定します。モードが OCI_THREADEDの場合、
このメモリー割当てルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数の、コンテキスト・ポインタを指定します。

memp (IN)
メモリー・ブロックのポインタです。

newsize (IN)
新しく割り当てられるメモリーのサイズを指定します。

mfreefp (IN)
ユーザー定義のメモリー解放関数を指定します。モードが OCI_THREADEDの場合、この
メモリー解放ルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN)
ユーザー定義のメモリー解放関数の、コンテキスト・ポインタを指定します。

memptr (IN)
解放されるメモリーのポインタです。

xtramemsz (IN)
環境の存続期間中に割り当てられるユーザー・メモリーの量を指定します。

usrmempp (OUT)
コールによりユーザーに割り当てられた、サイズ xtramemszのユーザー・メモリーのポイン
タを戻します。
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コメントコメントコメントコメント
このコールにより、ユーザーによって指定されたモードを使用して、すべての OCIコールの
環境が作成されます。 このコールは、他の OCIコールより先に実行する必要があります。ま
た、OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールのかわりに使用してください。OCIInitialize()
および OCIEnvInit()コールは、下位互換性を保つためにサポートされます。 

このコールでは、残りの OCI関数で使用される環境ハンドルが戻されます。OCIには、そ
れぞれ独自の環境モードを持つ複数の環境が存在する可能性があります。この関数では、ど
のモードで初期化を要求されても、プロセス・レベルの初期化を実行します。たとえば、環
境を OCI_THREADEDで初期化した場合は、OCIで使用されるすべてのライブラリもその
スレッド・モードで初期化されます。 

OCIライブラリを使用して DLLまたは共有ライブラリを記述している場合は、必ずこの
コールを使用し、OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは使用しないでください。

xtramemszパラメータおよびユーザー・メモリー割当ての詳細は、2-13ページの「ユー
ザー・メモリーの割当て」を参照してください

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIHandleFree()、OCIEnvInit()、OCIInitialize()、 OCITerminate() 
OCIリレーショナル関数 15-89



接続関数、認証関数および初期化関数
OCIEnvInit()

用途用途用途用途
OCI環境ハンドルを割り当て、初期化します。

構文構文構文構文
sword OCIEnvInit ( OCIEnv    **envhpp,
                   ub4       mode,
                   size_t    xtramemsz,
                   dvoid     **usrmempp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhpp (OUT)
環境へのハンドルのポインタです。 

mode (IN)
環境モードの初期化を指定します。 次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT

� OCI_NO_MUTEX

� OCI_ENV_NO_UCB

OCI_DEFAULTモードの場合、OCIライブラリでハンドルが常にmutex化されます。
OCI_NO_MUTEXモードの場合、この環境ではmutex化されません。

OCI_NO_MUTEXモードでは、環境ハンドルまたは環境ハンドルから導出されたハンドルで
行われたすべての OCIコールは、シリアライズ化する必要があります。シリアライズ化する
には、独自のmutex化を行うか、または環境ハンドル上で操作中のスレッドを 1つのみにし
ます。

OCI_ENV_NO_UCBモードは、環境の初期化時に動的コールバック・ルーチン
OCIEnvCallbackのコールを抑止するために使用します。デフォルトでは、このコールは抑止
されません。詳細は、9-14ページの「動的なコールバック登録」を参照してください。

xtramemsz (IN)
環境の存続期間中に割り当てられるユーザー・メモリーの量を指定します。

usrmempp (OUT)
環境の存続期間中コールによってユーザー用に割り当てられた、xtramemszサイズのユー
ザー・メモリーのポインタを戻します。
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コメントコメントコメントコメント
注意注意注意注意 :  OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは使用せずに、OCIEnvCreate()を使用
してください。OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは、下位互換性を保つために
サポートされます。 

このコールは、OCI環境ハンドルの割当ておよび初期化を行います。すでに初期化済のハン
ドルには何も行いません。 OCI_ERRORまたは OCI_SUCCESS_WITH_INFOが戻った場合
は、この環境ハンドルを使用して Oracle固有のエラーおよび診断を取得できます。

これはローカルに処理され、サーバー・ラウンドトリップはありません。

環境ハンドルは、OCIHandleFree()を使用して解放できます。

xtramemszパラメータおよびユーザー・メモリー割当ての詳細は、2-13ページの「ユー
ザー・メモリーの割当て」を参照してください

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIHandleFree()、OCIEnvCreate()、OCITerminate()
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OCIInitialize()

用途用途用途用途
OCIプロセス環境を初期化します。

構文構文構文構文
sword OCIInitialize ( ub4           mode,
                      CONST dvoid   *ctxp, 
                      CONST dvoid   *(*malocfp) 
                                    (/* dvoid *ctxp,
                                        size_t size _*/),
                      CONST dvoid   *(*ralocfp)
                                    (/*_ dvoid *ctxp,
                                       dvoid *memptr,
                                       size_t newsize _*/),
                      CONST void    (*mfreefp)
                                    (/*_ dvoid *ctxp,
                                       dvoid *memptr _*/));

パラメータパラメータパラメータパラメータ

mode (IN)
モードの初期化を指定します。 次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT - デフォルト・モード。

� OCI_THREADED - スレッド環境。 このモードでは、ユーザーに公開されていない内部
データ構造が複数スレッドによって同時にアクセスされないように保護します。

� OCI_OBJECT - オブジェクト機能を使用します。

� OCI_SHARED - 共有データ構造を利用します。

� OCI_EVENTS - パブリッシュ / サブスクライブ通知を利用します。

ctxp (IN)
メモリー・コールバック・ルーチン用のユーザー定義コンテキストです。 

malocfp (IN)
ユーザー定義のメモリー割当て関数です。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモリー
割当てルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリー割当て関数のためのコンテキスト・ポインタです。

size (IN)
ユーザー定義のメモリー割当て関数によって割り当てられるメモリーのサイズです。
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ralocfp (IN)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数です。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモ
リー割当てルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリー再割当て関数のためのコンテキスト・ポインタです。

memptr (IN/OUT)
メモリー・ブロックのポインタです。

newsize (IN)
新しく割り当てられるメモリーのサイズです。

mfreefp (IN)
ユーザー定義のメモリー解放関数です。 modeが OCI_THREADEDの場合、このメモリー解
放ルーチンは、スレッド・セーフにしてください。

ctxp (IN/OUT)
ユーザー定義のメモリー解放関数のためのコンテキスト・ポインタです。

memptr (IN/OUT)
解放されるメモリーのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
注意注意注意注意 :  OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは使用せずに、OCIEnvCreate()を使用
してください。OCIInitialize()および OCIEnvInit()コールは、下位互換性を保つために
サポートされます。 

このコールは、OCIプロセス環境を初期化します。OCIInitialize()は、他の OCIをコールす
る前にコールする必要があります。

この関数を使用すると、アプリケーションでコールバックを使用して固有のメモリー管理関
数を定義できます。アプリケーションでこのようなメモリー管理関数（つまりメモリー割当
て、メモリー再割当ておよびメモリー解放）がすでに定義されている場合は、この関数の
コールバック・パラメータを使用して登録する必要があります。

これらのメモリー・コールバックはオプションです。 アプリケーションで、この関数のメモ
リー・コールバックに NULL値を渡すと、デフォルトのプロセス・メモリー割当てメカニズ
ムが使用されます。

共有データ構造モード共有データ構造モード共有データ構造モード共有データ構造モード
SQL文が処理されると、基礎となる特定のデータが文に関連付けられます。このデータに
は、問合せの情報の定義データおよび記述データとともに、文のテキスト・データおよびバ
インド・データの情報が格納されています。文を何度実行しても、別のユーザーが実行して
も、このデータは変わりません。
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OCIアプリケーションが OCI_SHAREDモードで初期化された場合は、複数の文ハンドル間
で共通の文データが共有されるため、アプリケーションのメモリーを節約できます。このメ
モリーの節約は、複数の文ハンドルを作成するアプリケーションに特に有効です。このよう
なアプリケーションでは、同じ SQL文が、同一または複数の接続で、複数のユーザーの
セッション上で実行されるためです。詳細は、2-19ページの「共有データ・モード」を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  マルチスレッド・アプリケーションの記述に OCIを使用する方法の詳細は、
8-21ページの「スレッド・セーフティ」を参照してください。

オブジェクトを使用した OCIプログラミングの詳細は、第 10章「OCIオブジェクト・
リレーショナル・プログラミング」を参照してください。

例例例例
次の文は、ユーザー定義メモリー関数がない場合に、スレッド・モードおよびオブジェク
ト・モードで OCIInitialize()をコールする方法の例です。

OCIInitialize((ub4) OCI_THREADED | OCI_OBJECT, (dvoid *)0,
     (dvoid * (*)()) 0, (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleAlloc()、OCIHandleFree()、OCIEnvCreate()、OCIEnvInit()、OCITerminate()
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OCILogoff()

用途用途用途用途
この関数は、OCILogon()で作成された接続およびセッションを終了するために使用します。

構文構文構文構文
sword OCILogoff ( OCISvcCtx      *svchp
                  OCIError       *errhp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
OCILogon()のコールに使用されたサービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCILogon()で作成されたセッションおよび接続を終了するために使用しま
す。 サーバー、ユーザー・セッションおよびサービス・コンテキスト・ハンドルの割当てを
暗黙的に解除します。

注意注意注意注意 : アプリケーションでのログオンおよびログオフの詳細は、2-22ページの「アプリ
ケーションの初期化、接続およびセッション作成」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILogon()
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OCILogon()

用途用途用途用途
この関数は、ログイン・セッションを作成するときに使用します。

構文構文構文構文
sword OCILogon ( OCIEnv          *envhp,
                 OCIError        *errhp,
                 OCISvcCtx       **svchp,
                 CONST text      *username,
                 ub4             uname_len,
                 CONST text      *password,
                 ub4             passwd_len,
                 CONST text      *dbname,
                 ub4             dbname_len );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ポインタです。

username (IN)
ユーザー名です。

uname_len (IN)
usernameの長さです。

password (IN)
ユーザーのパスワードです。

passwd_len (IN)
passwordの長さです。

dbname (IN)
接続先のデータベース名です。

dbname_len (IN)
dbnameの長さです。
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コメントコメントコメントコメント
この関数は、アプリケーションのためのログイン・セッションを作成するときに使用しま
す。 

注意注意注意注意 : TPモニター・アプリケーションなどのより複雑なセッションを必要とするユー
ザーは、2-22ページの「アプリケーションの初期化、接続およびセッション作成」を参
照してください。

このコールは、渡されたサービス・コンテキスト・ハンドルの割当てを行います。 このコー
ルは、セッションに対応付けられたサーバーとユーザー・セッション・ハンドルの暗黙の割
当ても実行します。 これらのハンドルは、サービス・コンテキスト・ハンドルに対して
OCIAttrGet()をコールすることにより取り出せます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
文関数
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OCIServerAttach()

用途用途用途用途
OCIオペレーションの対象となるデータ・ソースへのアクセス・パスを作成します。

構文構文構文構文
sword OCIServerAttach ( OCIServer     *srvhp,
                        OCIError      *errhp,
                        CONST text    *dblink,
                        sb4           dblink_len,
                        ub4           mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

srvhp (IN/OUT)
このコールにより初期化される未初期化サーバー・ハンドルです。 初期化済のサーバー・ハ
ンドルを渡すとエラーが発生します。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

dblink (IN)
使用するデータベース（サーバー）を指定します。 このパラメータは、接続文字列または
サービス・ポイントを指定する文字列を指示します。 接続文字列が NULLの場合、このコー
ルは、デフォルト・ホストに接続します。 dblinkの長さは、dblink_lenで指定します。 dblink
ポインタは、戻り時にコール側によって解放されます。

dblink_len (IN)
dblinkにより指される文字列の長さです。接続文字列または別名を有効にするには、
dblink_lenは 0（ゼロ）以外にしてください。

mode (IN)
様々な操作モードを指定します。 有効なモードは OCI_DEFAULTのみです。 このモードで
は、このサーバー・コンテキストでサーバーに対して行われたコールは、ブロック・モード
で実行されます。 

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIアプリケーションと特定のサーバー間の対応付けを作成するときに使用
します。

このコールは、サーバー・コンテキスト・ハンドルを初期化しますが、ハンドルは
OCIHandleAlloc()のコールを使用して事前に割り当てる必要があります。 このコールによっ
て初期化されたサーバー・コンテキスト・ハンドルは、OCIAttrSet()のコールを介してサー
ビス・コンテキストに対応付けられます。 対応付けを行うと、そのサーバーに対して OCIオ
ペレーションを実行できます。
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複数のサーバーに対してアプリケーションを実行している場合、複数のサーバー・コンテキ
スト・ハンドルを維持できます。 OCIオペレーションは、現在サービス・コンテキストに対
応付けられているサーバー・コンテキストに対して実行されます。

OCIServerAttach()が正常に完了すると、Oracleシャドウ・プロセスが開始されます。 Oracle
シャドウ・プロセスをクリーン・アップするには、OCISessionEnd()および
OCIServerDetach()をコールする必要があります。コールしないと、シャドウ・プロセスが蓄
積され、Unixシステムのプロセス数が足りなくなります。データベースが再起動したとき
にプロセス数が不足している場合は、データベースが起動しないことがあります。 

例例例例
次のコードは OCIServerAttach()の使用方法の例です。 このコード・セグメントでは、サー
バー・ハンドルを割り当て、連結コールを行い、サービス・コンテキスト・ハンドルを割り
当て、最後にそれにサーバー・コンテキストを設定します。

OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_SERVER, 0, (dvoid **) &tmp);
OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_SVCCTX, 0, (dvoid **) &tmp);
/* set attribute server context in the service context */
OCIAttrSet( (dvoid *) svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *) srvhp, 
     (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_SERVER, (OCIError *) errhp);

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIServerDetach()
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OCIServerDetach()

用途用途用途用途
OCIオペレーションの対象となるデータ・ソースへのアクセスを削除します。

構文構文構文構文
sword OCIServerDetach ( OCIServer   *srvhp,
                        OCIError    *errhp,
                        ub4         mode ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

srvhp (IN)
未初期化状態にリセットされる初期化済サーバー・コンテキストへのハンドルです。ハンド
ルの割当ては解除されません。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

mode (IN)
様々な操作モードを指定します。 有効なモードはデフォルト・モード用の OCI_DEFAULTの
みです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIServerAttach()のコールによって確立された OCIオペレーションの対象
となるデータ・ソースへのアクセスを削除します。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIServerAttach()
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OCISessionBegin()

用途用途用途用途
ユーザー・セッションを作成し、指定のサーバーに対してユーザー・セッションを開始しま
す。

構文構文構文構文
sword OCISessionBegin ( OCISvcCtx     *svchp,
                        OCIError      *errhp,
                        OCISession    *usrhp,
                        ub4           credt,
                        ub4           mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキストへのハンドルです。 svchpには、有効なサーバー・ハンドルを設定
する必要があります。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

usrhp (IN/OUT)
このコールによって初期化されるユーザー・セッション・コンテキストへのハンドルです。

credt (IN)
ユーザー・セッションの作成に使用する資格証明のタイプを指定します。 credtの有効な値は
次のとおりです。

� OCI_CRED_RDBMS - 資格証明としてデータベースのユーザー名とパスワードを使用し
て認証します。 このコールの前に、ユーザー・セッション・コンテキストに
OCI_ATTR_USERNAMEと OCI_ATTR_PASSWORD属性を設定しておく必要がありま
す。

� OCI_CRED_EXT - 外部資格証明を使用して認証します。 ユーザー名とパスワードは提供
されません。

mode (IN)
様々な操作モードを指定します。 次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT - このモードでは、戻されるユーザー・セッション・コンテキストは、
svchpに指定された、同じサーバー・コンテキストとともにのみ設定できます。

� OCI_MIGRATE - このモードでは、新しいユーザー・セッション・コンテキストは、別
のサーバー・ハンドルとともにサービス・ハンドルに設定されます。 このモードは、
ユーザー・セッション・コンテキストを確立します。 移行可能なセッションを作成する
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には、サービス・ハンドルを移行不可能なセッションであらかじめ設定しておく必要が
あります。この移行不可能なセッションは移行可能なセッションの作成者セッションに
なります。 つまり、移行可能なセッションの親は、移行不可能なセッションにしてくだ
さい。

� OCI_SYSDBA - このモードでは、ユーザーは、SYSDBAアクセス用に認証されます。

� OCI_SYSOPER - このモードでは、ユーザーは、SYSOPERアクセス用に認証されます。

� OCI_PRELIM_AUTH - このモードは、特定の管理タスクを認証するために
OCI_SYSDBAまたは OCI_SYSOPERとともにのみ使用できます。

コメントコメントコメントコメント
OCISessionBegin()コールは、サービス・コンテキスト・ハンドルに設定されたサーバーに対
して、ユーザーを認証するときに使用します。

注意注意注意注意 :  セッションを開始するときは戻されたエラーをすべてチェックしてください。たとえ
ば、アカウントのパスワードの期限が切れた場合は、ORA-28001エラーが戻されます。

Oracle8iでは、サーバー・ハンドルに要求を行う前にそれに対して OCISessionBegin()をコー
ルする必要があります。 また、OCISessionBegin()は、サーバー・ハンドルによってサービ
ス・コンテキスト内に指定されたユーザーによる Oracle Serverへのアクセスに対する認証
のみをサポートします。 つまり、OCIServerAttach()をコールしてサーバー・ハンドルを初期
化した後、指定のサーバーに対してユーザーを認証するために OCISessionBegin()をコールす
る必要があります。 

指定のサーバー・ハンドルに対して、最初に OCISessionBegin()をコールした場合は、ユー
ザー・セッションは、移行可能モード（OCI_MIGRATE）では作成されません。

サーバー・ハンドルに対して OCISessionBegin()をコールした後、アプリケーションでは
OCISessionBegin()を再度コールし、別のユーザー・セッション・ハンドルを、別の（または
同じ）資格証明と別の（または同じ）操作モードを使用して初期化できます。アプリケー
ションでユーザーを OCI_MIGRATEモードで認証する場合、サービス・ハンドルは、移行
可能ではないユーザー・ハンドルにすでに関連付けられている必要があります。 このユー
ザー・ハンドルのユーザー IDは、移行可能なユーザー・セッションのオーナーシップ IDに
なります。移行可能なすべてのセッションは、移行可能ではない親セッションを持つ必要が
あります。

OCI_MIGRATEを指定しない場合、ユーザー・セッション・コンテキストは、svchpに設定
されたサーバー・ハンドルと同じサーバー・ハンドルでしか使用できません。 
OCI_MIGRATEモードを指定した場合、ユーザー認証は、異なるサーバー・ハンドルで設定
されます。 ただし、ユーザー・セッション・コンテキストは、同じデータベース・インスタ
ンスを解決するサーバー・ハンドルでのみ使用できます。 セキュリティ・チェックは、セッ
ションの切替え中に行われます。 セッションは、ユーザー IDが作成者のユーザー IDまたは
固有のユーザー IDと同一であるプロセスに現在接続している移行不可能なセッションがあ
る場合に限り、そのプロセスへ移行できます。

OCI_SYSDBA、OCI_SYSOPERおよび OCI_PRELIM_AUTHは、主ユーザー・セッション・
コンテキストでのみ使用できます。
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OCISessionBegin()のコール用に資格証明を与えるために、2通りの方法のうち 1つがサポー
トされています。 最初の方法は、OCISessionBegin()に渡されるユーザー・セッション・ハン
ドル内にデータベース認証用の有効なユーザー名とパスワードのペアを用意することです。 
この方法では、OCIAttrSet()を使用して、ユーザー・セッション・ハンドルに対して
OCI_ATTR_USERNAMEおよび OCI_ATTR_PASSWORD属性を設定します。 すると、
OCI_CRED_RDBMSを指定して OCISessionBegin()がコールされます。

注意注意注意注意 :  OCISessionEnd()を使用してユーザー・セッション・ハンドルを終了しても、
ユーザー名とパスワード属性は変更されません。その後の OCISessionBegin()のコールに
はこれらをまた使用できます。 再使用しない場合は、次回の OCISessionBegin()コールの
前に新しい値を設定し直す必要があります。

もう 1つの資格証明の方法は、外部資格証明です。 この方法では、OCISessionBegin()をコー
ルする前に、ユーザー・セッション・ハンドルについて属性を設定する必要はありません。 
資格証明型は OCI_CRED_EXTです。これは、Oracle7の connect / 構文と等価です。すで
に OCI_ATTR_USERNAMEおよび OCI_ATTR_PASSWORDに値が設定してある場合、
OCI_CRED_EXTを使用すると、これらの値は無視されます。

資格証明を設定するもう 1つの方法では、OCI_MIGSESSION属性とともに、すでに認証さ
れているユーザーのセッション IDを使用します。この IDは、OCIAttrGet()コールを使用し
て認証されたユーザーのセッション・ハンドルから抽出できます。

例例例例
次のコードは OCISessionBegin()の使用方法の例です。 この例では、ユーザー・セッション・
ハンドルを割り当て、ユーザー名とパスワードを設定し、OCISessionBegin()をコールして、
最後にサービス・コンテキスト内にユーザー・セッションを設定します。

/* allocate a user session handle */
OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) 
     OCI_HTYPE_SESSION, (size_t) 0, (dvoid **) 0);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"jessica", 
     (ub4)strlen("jessica"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"doogie", 
     (ub4)strlen("doogie"), OCI_ATTR_PASSWORD, errhp); 
checkerr(errhp, OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 
     OCI_DEFAULT)); 
OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)usrhp, 
     (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCISessionEnd()
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OCISessionEnd()

用途用途用途用途
OCISessionBegin()によって作成されたユーザー・セッション・コンテキストを終了します。

構文構文構文構文
sword OCISessionEnd ( OCISvcCtx       *svchp,
                      OCIError        *errhp,
                      OCISession      *usrhp,
                      ub4             mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 svchpには、有効なサーバー・ハンドルおよびユー
ザー・セッション・ハンドルを対応付ける必要があります。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

usrhp (IN)
このユーザーの認証を解除します。このパラメータが NULLとして渡された場合は、サービ
ス・コンテキスト・ハンドル内のユーザーの認証が解除されます。

mode (IN)
有効なモードは OCI_DEFAULTのみです。

コメントコメントコメントコメント
サービス・コンテキストに対応付けられているユーザー・セキュリティ・コンテキストがこ
のコールによって無効化されます。 ユーザー・セッション・コンテキスト用の記憶域は解放
されません。 サービス・コンテキストによって指定されたトランザクションが暗黙のうちに
コミットされます。 トランザクション・ハンドルは、明示的に割り当てられ、使用されてい
ない場合は、解放されます。 このユーザーのためにサーバー上に割り当てられていたリソー
スが解放されます。 ユーザー・セッション・ハンドルは、OCISessionBegin()の次回のコール
で再使用できます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCISessionBegin()
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OCITerminate()

用途用途用途用途
共有メモリー・サブシステムからプロセスを連結解除して共有メモリーを解放します。

構文構文構文構文
sword OCITerminate ( ub4    mode);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

mode (IN)
コール固有モードです。有効な値は次のとおりです。

� OCI_DEFAULT - デフォルトのコールを実行します。

コメントコメントコメントコメント
OCITerminate()は、各プロセス内で１回のみコールしてください。OCIInitialize()コールと対
でコールします。 このコールは共有メモリー・サブシステムからプロセスを連結解除してプ
ロセスを終了します。また、プロセス・クリーン・アップ操作も行います。 同一の共有メモ
リーに接続している 2つ以上のプロセスが、OCITerminate()を同時にコールしている場合
は、最も高速のプロセスによって、共有メモリー・サブシステムが完全に解放されて、速度
の遅いプロセスは異常終了することになります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIInitialize()
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LOB関数関数関数関数
この項では、LOB関数について説明します。

表表表表 15-6  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIDurationBegin() テンポラリ LOBのためのユーザー期間を開始します。 15-108ページ

OCIDurationEnd() テンポラリ LOBのためのユーザー期間を終了します。 15-109ページ

OCILobAppend() 1つの REFを別の REFの後に追加します。 15-110ページ

OCILobAssign() 1つの LOBロケータを別の LOBロケータに割り当てます。 15-111ページ

OCILobCharSetForm() LOBロケータからキャラクタ・セットを取得します。 15-113ページ

OCILobCharSetId() LOBロケータからキャラクタ・セット IDを取得します。 15-114ページ

OCILobClose() オープンされている LOBをクローズします。 15-115ページ

OCILobCopy() LOBの一部または全部を別の LOBにコピーします。 15-116ページ

OCILobCreateTemporary() テンポラリ LOBを作成します。 15-118ページ

OCILobDisableBuffering() LOBバッファリングをオフにします。 15-120ページ

OCILobEnableBuffering() LOBバッファリングをオンにします。 15-121ページ

OCILobErase() LOBの一部を消去します。 15-122ページ

OCILobFileClose() オープンされている FILEをクローズします。 15-123ページ

OCILobFileCloseAll() オープンされているすべての FILEをクローズします。 15-124ページ

OCILobFileExists() サーバー上のファイルの存在をチェックします。 15-125ページ

OCILobFileGetName() LOBロケータからディレクトリ別名とファイル名を取得します。 15-126ページ

OCILobFileIsOpen() サーバー上のファイルが特定のロケータでオープンされているか
をチェックします。

15-128ページ

OCILobFileOpen() FILEをオープンします。 15-129ページ

OCILobFileSetName() LOBロケータにディレクトリ別名とファイル名を設定します。 15-130ページ

OCILobFlushBuffer() LOBバッファをフラッシュします。 15-131ページ

OCILobFreeTemporary() テンポラリ LOBを解放します。 15-133ページ

OCILobGetChunkSize() LOBのチャンク・サイズを取得します。 15-134ページ

OCILobGetLength() LOBの長さを取得します。 15-135ページ

OCILobIsEqual() 2つの LOBロケータが等しいか比較します。 15-136ページ
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OCI LOBコールのパラメータについて、次の点に注意してください。

� 固定幅のクライアント側キャラクタ・セットの場合、オフセットおよび量のパラメータ
は、CLOBと NCLOBでは常に文字数、BLOBと BFILEでは常にバイト数です。

� 可変幅のクライアント側キャラクタ・セットの場合、一般に次のルールが適用されま
す。 

� 量（amtp）パラメータ - 量パラメータがサーバー側 LOBを参照する場合は、量は文
字数です。量パラメータがクライアント側バッファを参照する場合は、量はバイト
数です。詳細は、OCILobGetLength()、OCILobRead()、OCILobWrite()などの各 LOB
コールを参照してください。

� オフセット（offset）パラメータ - クライアント側キャラクタ・セットが可変幅かど
うかにかかわらず、オフセット・パラメータは、CLOBと NCLOBでは常に文字
数、BLOBと BFILEでは常にバイト数です。

� LOB操作では、多くの場合、クライアント側キャラクタ・セットかどうかにかかわら
ず、量パラメータは CLOBと NCLOBでは文字数です。 これらの LOB操作には
OCILobCopy()、OCILobErase()、OCILobGetLength()、OCILobLoadFromFile()および
OCILobTrim()などがあります。これらのすべての操作では、サーバー上の LOBデータ
の量を参照します。

OCILobIsOpen() LOBがオープンされているかどうかをチェックします。 15-137ページ

OCILobIsTemporary() 特定の LOBがテンポラリ LOBかどうかを判断します。 15-139ページ

OCILobLoadFromFile() FILEから LOBをロードします。 15-140ページ

OCILobLocatorAssign() 1つの LOBロケータを別の LOBロケータに割り当てます。 15-142ページ

OCILobLocatorIsInit() LOBロケータが初期化されているかどうかをチェックします。 15-144ページ

OCILobOpen() LOBをオープンします。 15-145ページ

OCILobRead() LOBの一部を読み込みます。 15-146ページ

OCILobTrim() LOBを切り捨てます。 15-150ページ

OCILobWrite() LOBに書き込みます。 15-151ページ

OCILobWriteAppend() LOBの末尾からデータを書き込みます。 15-155ページ

表表表表 15-6  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ
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OCIDurationBegin()

用途用途用途用途
ユーザー期間を開始します。

構文構文構文構文
sword OCIDurationBegin ( OCIEnv              *env,
                         OCIError            *err,
                         CONST OCISvcCtx     *svc, 
                         OCIDuration         parent,
                         OCIDuration         *duration );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
NULLポインタを渡します。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。NULL以外にしてください。

parent (IN)
親の継続時間の時間番号です。 次のいずれかになります。

� OCI_DURATION_STATEMENT

� OCI_DURATION_SESSION

duration (OUT)
新しく作成されたユーザー期間固有の識別子です。

コメントコメントコメントコメント
この関数によってユーザー期間が開始されます。Oracle8i OCIでは、テンポラリ LOBの作
成時にユーザー期間を使用できます。ユーザーは複数のアクティブなユーザー期間を同時に
利用できます。ユーザー期間をネストする必要はありません。 durパラメータは、このコー
ルによって作成された継続時間を識別するための一意の番号を戻すのに使用します。ユー
ザー期間の詳細は、7-15ページの「テンポラリ LOBの継続時間」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDurationEnd()
15-108 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



LOB関数
OCIDurationEnd()

用途用途用途用途
ユーザー期間を終了します。

構文構文構文構文
sword OCIDurationEnd ( OCIEnv             *env, 
                       OCIError           *err, 
                       CONST OCISvcCtx    *svc,
                       OCIDuration        duration,
                       CONST OCISvcCtx    *svc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
NULLポインタを渡します。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

duration (IN)
ユーザー期間を識別するための番号です。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです（カートリッジ・サービスの場合は NULLを渡しますが、
そうでない場合は NULL以外を渡します）。

コメントコメントコメントコメント
この関数によってユーザー期間が終了します。ユーザー期間に割り当てられていたテンポラ
リ LOBが解放されます。

ユーザー期間の詳細は、7-15ページの「テンポラリ LOBの継続時間」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDurationBegin()
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OCILobAppend()

用途用途用途用途
別の LOBの末尾に LOB値を指定どおりに追加します。 

構文構文構文構文
sword OCILobAppend ( OCISvcCtx        *svchp,
                     OCIError         *errhp,
                     OCILobLocator    *dst_locp,
                     OCILobLocator    *src_locp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

dst_locp (IN/OUT)
一意に宛先 LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定したサー
バーから取得されたロケータにしてください。

src_locp (IN)
一意にソース LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定した
サーバーから取得されたロケータにしてください。

コメントコメントコメントコメント
別の LOBの末尾に LOB値を指定どおりに追加します。データは、ソースから宛先の末尾に
コピーされます。コピー元 LOBおよびコピー先 LOBは、すでに存在している必要がありま
す。 宛先 LOBは、新たに書き込まれるデータに合わせて拡張されます。許される最大長
（4GB）を超えての宛先 LOBの拡張とNULL LOBのコピーはエラーになります。

ソースおよび宛先の LOBロケータの型は同じにしてください（たとえば、両方が BLOBま
たは両方が CLOB）。 LOBバッファリングは、ロケータのどちらの型に対しても使用可能に
しないでください。 この関数では、ソースまたは宛先としての FILEロケータを受け入れま
せん。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobTrim()、OCILobWrite()、OCILobCopy()、OCIErrorGet()、OCILobWriteAppend()
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OCILobAssign()

用途用途用途用途
LOB/FILEロケータを別のロケータに割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCILobAssign ( OCIEnv                *envhp, 
                     OCIError              *errhp, 
                     CONST OCILobLocator   *src_locp, 
                     OCILobLocator         **dst_locpp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

src_locp (IN)
コピー元となる LOB/FILEロケータです。

dst_locpp (IN/OUT)
コピー先となる LOB/FILEロケータです。 コール側で、OCIDescriptorAlloc()をコールしてコ
ピー先のロケータに領域を割り当てる必要があります。

コメントコメントコメントコメント
ソース・ロケータを宛先ロケータに割り当てます。 割当て後は、両方のロケータは同じ LOB
値を参照します。内部 LOBの場合、宛先ロケータが表に格納されているときのみ、ソース・
ロケータの LOB値が宛先ロケータの LOB値にコピーされます。したがって、宛先ロケータ
が格納されているオブジェクトのフラッシュを発行すると、LOB値がコピーされます。

OCILobAssign()はテンポラリ LOBには使用できません。OCI_INVALID_HANDLEエラー
が生成されます。テンポラリ LOBには、OCILobLocatorAssign()を使用します。

FILEでは、ファイルを参照するロケータのみが表にコピーされます。 OSファイルそのもの
はコピーされません。

FILEロケータを内部 LOBロケータに割り当てたり、LOBロケータを FILEロケータに割り
当てたりするとエラーになります。

ソース・ロケータがバッファリング可能な内部 LOB用で LOBバッファリング・サブシステ
ムを介した LOBデータの変更に使用されており、そのバッファが書込み後フラッシュされ
ていない場合には、ソース・ロケータが宛先ロケータに割り当てられない場合があります。 
これは、LOBごとに 1つのロケータしか LOBバッファリング・サブシステムを介して LOB
データを変更できないためです。
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入力宛先ロケータの値は、OCIDescriptorAlloc()コールによってあらかじめ割り当てられてい
る必要があります。たとえば、次のように宣言します。

OCILobLocator     *source_loc = (OCILobLocator *) 0;
OCILobLocator     *dest_loc = (OCILobLocator *) 0;

アプリケーションでは、source_locロケータが次のように割り当てられます。

if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &source_loc,
    (ub4) OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
    handle_error;

次に、表の LOBが source_locに選択され、初期化されます。 アプリケーションでは、
OCILobAssign()コールを発行して source_locの値を dest_locに割り当てる前に、宛先
ロケータ dest_locを割り当てる必要があります。 たとえば、次のとおりです。

if (OCIDescriptorAlloc((dvoid *) envhp, (dvoid **) &dest_loc,
    (ub4)OCI_DTYPE_LOB, (size_t) 0, (dvoid **) 0))
    handle_error;
if (OCILobAssign(envhp, errhp, source_loc, &dest_loc)) 
    handle_error;

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobIsEqual()、OCILobLocatorAssign()、OCILobLocatorIsInit()、
OCILobEnableBuffering()
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OCILobCharSetForm()

用途用途用途用途
LOBロケータのキャラクタ・セット・フォームを取得します。

構文構文構文構文
sword OCILobCharSetForm ( OCIEnv                *envhp, 
                          OCIError              *errhp, 
                          CONST OCILobLocator   *locp, 
                          ub1                   *csfrm );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
キャラクタ・セット・フォームを取得するための LOBロケータです。

csfrm (OUT)
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット・フォームです。入力ロケータが BLOBまたは
BFILE用の場合、バイナリ LOB/FILEにはキャラクタ・セットという概念がないため、
csfrm には 0（ゼロ）が設定されます。コール側は、csfrm ub1用の領域を割り当てる必要が
あります。

コメントコメントコメントコメント
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット・フォームを csfrmアウトプット・パラメータに戻
します。この関数は、文字 LOB型（CLOBおよび NCLOB）にのみ有効です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobCharSetId()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobCharSetId()

用途用途用途用途
LOBロケータのキャラクタ・セット IDを取得します。

構文構文構文構文
sword OCILobCharSetId ( OCIEnv                  *envhp, 
                        OCIError                *errhp, 
                        CONST OCILobLocator     *locp, 
                        ub2                     *csid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
キャラクタ・セット IDを取得するための LOBロケータです。

csid (OUT)
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット IDです。入力ロケータが BLOBまたは BFILE用
の場合、バイナリ LOB/FILEにはキャラクタ・セットという概念がないため、csid には 0
（ゼロ）が設定されます。 コール側は、csid ub2用の領域を割り当てる必要があります。

コメントコメントコメントコメント
入力 LOBロケータのキャラクタ・セット IDを csidアウトプット・パラメータに戻します。

この関数は、文字 LOB型（CLOBおよび NCLOB）にのみ有効です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobCharSetForm()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobClose()

用途用途用途用途
オープンしている LOBまたは FILEをクローズします。

構文構文構文構文
sword OCILobClose ( OCISvcCtx      *svchp,
                    OCIError       *errhp, 
                    OCILobLocator  *locp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
クローズする LOBです。ロケータは、内部 LOBまたは外部 LOBを参照できます。 

コメントコメントコメントコメント
オープンしている内部または外部 LOBをクローズします。BFILEが存在していてオープン
していない場合は、エラーは戻されません。内部 LOBがオープンしていない場合は、エ
ラーが戻されます。

LOBをクローズするときは、内部 LOBおよび外部 LOBからサーバーへのラウンドトリップ
が必要です。内部 LOBの場合は、LOBをクローズすると、クローズ・コールに依存する他
のコードが実行されます。外部 LOB（BFILE）の場合は、LOBをクローズすると、サーバー
側のオペレーティング・システム・ファイルが実際にクローズされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は 7-9ページの「LOBのオープンおよびクローズのための関数」を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、 OCILobOpen()、OCILobIsOpen()
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OCILobCopy()

用途用途用途用途
LOB値の全体または一部を別の LOB値にコピーします。

構文構文構文構文
sword OCILobCopy ( OCISvcCtx        *svchp,
                   OCIError         *errhp,
                   OCILobLocator    *dst_locp,
                   OCILobLocator    *src_locp,
                   ub4              amount,
                   ub4              dst_offset,
                   ub4              src_offset );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

dst_locp (IN/OUT)
一意に宛先 LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定したサー
バーから取得されたロケータにしてください。

src_locp (IN)
一意にソース LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定した
サーバーから取得されたロケータにしてください。

amount (IN)
ソース LOBから宛先 LOBへコピーされる文字数（CLOBおよび NCLOB）またはバイト数
（BLOB）です。

dst_offset (IN)
これは、宛先 LOB用の絶対オフセットです。 文字 LOBでは、LOBの先頭から書込みを開始
する位置までの文字数です。 バイナリ LOBでは、LOBの先頭から書込みを開始する位置ま
でのバイト数です。 オフセットは 1から始まります。

src_offset (IN)
これは、ソース LOBの絶対オフセットです。 文字 LOBでは LOBの先頭からの文字数であ
り、バイナリ LOBではバイト数です。 オフセットは 1から始まります。
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コメントコメントコメントコメント
内部 LOB値全体または一部を別の内部 LOB値に指定されたとおりにコピーします。 データ
は、ソースから宛先にコピーされます。ソース（src_locp）LOBと宛先（dst_locp）LOBはす
でに存在している必要があります。

宛先のコピー開始位置にすでにデータが存在する場合は、ソース・データによって上書きさ
れます。宛先のコピー開始位置がカレント・データの末尾の位置を超えている場合は、宛先
LOBのデータの末尾とソースから新たに書き込まれるデータの先頭との間に 0バイト充填文
字（BLOB用）または空白（CLOB用）が書き込まれます。 新規に書き込むデータが宛先
LOBの現行の長さよりも大きい場合は、宛先 LOBは、そのデータにあわせて拡張されます。 
許される最大長（4ギガバイト）を超える宛先 LOBの拡張と NULL LOBのコピーはエラー
になります。

ソースおよび宛先の LOBロケータの型は同じにしてください（たとえば、両方が BLOBま
たは両方が CLOB）。 LOBバッファリングは、ロケータのどちらに対しても使用可能にしな
いでください。

この関数では、ソースまたは宛先として FILEロケータを受け入れません。

注意注意注意注意 : ソース LOBの長さを判断するには、OCILobGetLength()をコールします。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWrite()、
OCILobWriteAppend()
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OCILobCreateTemporary()

用途用途用途用途
テンポラリ LOBを作成します。

構文構文構文構文
sword OCILobCreateTemporary(OCISvcCtx          *svchp,
                            OCIError           *errhp,
                            OCILobLocator      *locp,
                            ub2                 csid,
                            ub1                 csfrm,
                            ub1                 lobtype,
                            boolean             cache,
                            OCIDuration         duration);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
テンポラリ LOBを指すロケータです。ロケータをこの関数に渡す前に、
OCIDescriptorAlloc()を使用してロケータを割り当てる必要があります。このロケータは、
LOBを指しているかどうかに関係なく上書きされます。

csid (IN)
LOBキャラクタ・セット IDです。Oracle8iでは OCI_DEFAULTを渡します。

csfrm (IN)
バッファ・データの LOBキャラクタ・セット・フォームです。Oracle8iの場合は、
OCI_DEFAULTを渡します。

lobtype (IN)
作成する LOBの型です。 次の値が有効です。

� OCI_TEMP_BLOB - テンポラリ BLOBの場合

� OCI_TEMP_BLOB - テンポラリ CLOBの場合

� OCI_TEMP_NCLOB - テンポラリ NCLOBの場合
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cache (IN)
テンポラリ LOBをキャッシュに読み込む必要がある場合は TRUE、その必要がない場合は
FALSEを渡します。NOCACHE機能の場合は、デフォルトは FALSEです。

duration (IN)
テンポラリ LOBの継続時間です。次に示す値が有効です。 

� OCI_DURATION_SESSION

� OCI_DURATION_CALL

コメントコメントコメントコメント
この関数は、ユーザーのテンポラリ表領域にテンポラリ LOBとそれに対応する索引を作成
します。

この関数が完了すると、locpパラメータは、長さが 0（ゼロ）の空のテンポラリ LOBを指し
ます。

テンポラリ LOBの存続期間は、durationパラメータによって決まります。テンポラリ LOB
は、この期間の最後に解放されます。アプリケーションから OCILobFreeTemporary()コール
を使用すると、テンポラリ LOBをより早く解放できます。

LOBが BLOBの場合は、csidおよび csfrmパラメータは無視されます。

テンポラリ LOBとその継続時間の詳細は、7-14ページの「テンポラリ LOBのサポート」を
参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobFreeTemporary()、OCILobIsTemporary()、OCIDescriptorAlloc()、OCIErrorGet()
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OCILobDisableBuffering()

用途用途用途用途
入力ロケータの LOBバッファリングを使用禁止にします。 

構文構文構文構文
sword OCILobDisableBuffering ( OCISvcCtx      *svchp, 
                               OCIError       *errhp, 
                               OCILobLocator  *locp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 

コメントコメントコメントコメント
入力内部 LOBロケータの LOBバッファリングを使用禁止にします。 次回入力ロケータを通
して LOBに対してデータの読込みまたは書込みを行うときは、LOBバッファリング・サブ
システムは使用されません。 このコールでは、バッファリング・サブシステムで行われた変
更は暗黙的にフラッシュされません。 ユーザーは、OCILobFlushBuffer()をコールして変更を
明示的にフラッシュする必要があります。 

この関数は、FILEロケータを受け入れません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobEnableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobFlushBuffer() 
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OCILobEnableBuffering()

用途用途用途用途
入力ロケータの LOBバッファリングを使用可能にします。 

構文構文構文構文
sword OCILobEnableBuffering ( OCISvcCtx      *svchp, 
                              OCIError       *errhp, 
                              OCILobLocator  *locp ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 

コメントコメントコメントコメント
入力内部 LOBロケータの LOBバッファリングを使用可能にします。 次回入力ロケータを通
して LOBに対してデータの読込みまたは書込みを行うときは、LOBバッファリング・サブ
システムが使用されます。

ロケータの LOB バッファリングが使用可能になり、そのロケータがルーチン
OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobErase()、OCILobGetLength()、 OCILobLoadFromFile()、
OCILobTrim()または OCILobWriteAppend()のいずれかに渡されると、エラーが戻されます。

この関数は、FILEロケータを受け入れません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobDisableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobRead()、
OCILobFlushBuffer()、OCILobWriteAppend()
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LOB関数
OCILobErase()

用途用途用途用途
内部 LOBデータの一部を指定のオフセットの位置から消去します。

構文構文構文構文
sword OCILobErase ( OCISvcCtx       *svchp,
                    OCIError        *errhp,
                    OCILobLocator   *locp,
                    ub4             *amount,
                    ub4             offset );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定したサーバー
から取得されたロケータにしてください。 

amount (IN/OUT)
消去する文字数（CLOB/NCLOBの場合）またはバイト数（BLOBの場合）です。INでは、
値は消去する文字数またはバイト数を表します。OUTでは、値は消去された実際の文字数
またはバイト数です。 

offset (IN)
データの消去を開始する LOB値の、先頭からの絶対オフセット（CLOB/NCLOBの場合は
文字数、BLOBの場合はバイト数）です。 オフセットは 1から始まります。

コメントコメントコメントコメント
実際に消去した文字数またはバイト数が戻ります。BLOBの場合、消去するということは、
0（ゼロ）バイト充填文字で既存の LOB値を上書きするということです。 CLOBの場合、既
存の LOB値は空白で上書きされます。

この関数は内部 LOBにのみ有効で、FILEには使用できません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWrite()、
OCILobWriteAppend()
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LOB関数
OCILobFileClose()

用途用途用途用途
オープンされている FILEをクローズします。

構文構文構文構文
sword OCILobFileClose ( OCISvcCtx            *svchp,
                        OCIError             *errhp,
                        OCILobLocator        *filep );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filep (IN/OUT)
クローズする FILEを参照する FILEロケータのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
オープンされている FILEをクローズします。 内部 LOBに対してこの関数をコールするとエ
ラーになります。 FILEが存在していてオープンしていないときは、エラーは戻りません。

この関数は、特定の FILEロケータに対して初めてコールしたときに限り有効です。 同じ
FILEロケータを使用してこの関数を続けてコールしても何も行われません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()、
OCILobFileIsOpen()、OCILobFileOpen()、OCILobOpen()、OCILobIsOpen()
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LOB関数
OCILobFileCloseAll()

用途用途用途用途
指定のサービス・コンテキストでオープンしているすべての FILEをクローズします。

構文構文構文構文
sword OCILobFileCLoseAll ( OCISvcCtx   *svchp,
                           OCIError    *errhp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
指定のサービス・コンテキストでオープンしているすべての FILEをクローズします。 内部
LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobFileClose()、OCIErrorGet()、OCILobFileExists()、OCILobFileIsOpen()
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LOB関数
OCILobFileExists()

用途用途用途用途
サーバーのオペレーティング・システムに FILEが存在するかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCILobFileExists ( OCISvcCtx        *svchp,
                         OCIError         *errhp,
                         OCILobLocator    *filep,
                         boolean          *flag );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filep (IN)
ファイルを参照する FILEロケータのポインタです。

flag (OUT)
サーバーに FILEが存在する場合は TRUE、存在しない場合は FALSEを戻します。

コメントコメントコメントコメント
サーバーのファイル・システムに FILEが存在するかどうかをチェックします。 内部 LOBに
対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileIsOpen()、
OCILobOpen()、OCILobIsOpen()
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LOB関数
OCILobFileGetName()

用途用途用途用途
FILEロケータのディレクトリ別名およびファイル名を取得します。

構文構文構文構文
sword OCILobFileGetName ( OCIEnv                   *envhp,
                          OCIError                 *errhp, 
                          CONST OCILobLocator      *filep, 
                          text                     *dir_alias,
                          ub2                      *d_length, 
                          text                     *filename, 
                          ub2                      *f_length );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filep (IN)
ディレクトリ別名およびファイル名を取得するための FILEロケータです。

dir_alias (OUT)
ディレクトリ別名が配置されているバッファです。コール側は、ディレクトリ別名用の十分
な領域を割り当てる必要があります。ディレクトリ別名の最大長は 30バイトです。

d_length (IN/OUT)
次の用途に使用できます。

� IN:  入力 dir_alias 文字列の長さ

� OUT:  戻される dir_alias文字列の長さ

filename (OUT)
ファイル名が配置されているバッファです。 コール側は、ファイル名用の十分な領域を割り
当てる必要があります。 ファイル名の最大長は 255バイトです。

f_length (IN/OUT)
次の用途に使用できます。

� IN:  入力 filenameバッファの長さ

� OUT:  戻される filename 文字列の長さ
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LOB関数
コメントコメントコメントコメント
この FILEロケータに対応付けられたディレクトリ別名とファイル名を戻します。 内部 LOB
に対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobFileSetName()、OCIErrorGet()
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LOB関数
OCILobFileIsOpen()

用途用途用途用途
FILEがオープンしているかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCILobFileIsOpen ( OCISvcCtx        *svchp,
                         OCIError         *errhp,
                         OCILobLocator    *filep,
                         boolean          *flag );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filep (IN)
テストする FILEロケータのポインタです。

flag (OUT)
この特定のロケータを使用して FILEが開かれた場合は TRUE、開かれなかった場合は
FALSEが戻されます。

コメントコメントコメントコメント
サーバー上のファイルが filep FILEロケータを使用してオープンされたかどうかをチェック
します。 内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

OCILobFileOpen()または OCILobOpen()コマンドに入力 FILEロケータが渡されなかった場
合、ファイルはそのロケータによってオープンされていないとみなされます。 ただし、別の
ロケータがそのファイルをオープンしていることがあります。 オープンは、特定のロケータ
に対応付けられます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()、OCILobFileClose()、
OCILobFileOpen()、OCILobOpen()、OCILobIsOpen()
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LOB関数
OCILobFileOpen()

用途用途用途用途
読取り専用アクセス用にサーバーのファイル・システム上の FILEをオープンします。

構文構文構文構文
sword OCILobFileOpen ( OCISvcCtx            *svchp,
                       OCIError             *errhp,
                       OCILobLocator        *filep,
                       ub1                  mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filep (IN/OUT)
オープンする FILEです。 ロケータが FILEを参照していない場合はエラーが発生します。 

mode (IN)
ファイルをオープンするモードです。 有効なモードは OCI_FILE_READONLYのみです。

コメントコメントコメントコメント
サーバーのファイル・システムの FILEをオープンします。FILEは、読取り専用アクセス用
にオープンできます。 Oracleを介して FILEには書込みできません。 内部 LOBに対してこの
関数をコールするとエラーになります。

この関数は、特定の FILEロケータに対して初めてコールしたときに限り有効です。 同じ
FILEロケータを使用してこの関数を続けてコールしても何も行われません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()、OCILobFileClose()、
OCILobFileIsOpen()、OCILobOpen()、OCILobIsOpen()
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LOB関数
OCILobFileSetName()

用途用途用途用途
FILEロケータ内にディレクトリ別名とファイル名を設定します。

構文構文構文構文
sword OCILobFileSetName ( OCIEnv             *envhp,
                          OCIError           *errhp,
                          OCILobLocator      **filepp,
                          CONST text         *dir_alias,
                          ub2                d_length, 
                          CONST text         *filename, 
                          ub2                f_length );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

filepp (IN/OUT)
ディレクトリ別名およびファイル名を設定する FILEロケータです。

dir_alias (IN)
FILEロケータに設定するディレクトリ別名を含むバッファです。

d_length (IN)
入力 dir_aliasパラメータの長さです。

filename (IN)
FILEロケータに設定するファイル名を含むバッファです。

f_length (IN)
入力 filename パラメータの長さです。

コメントコメントコメントコメント
内部 LOBに対してこの関数をコールするとエラーになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobFileGetName()、OCIErrorGet()
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LOB関数
OCILobFlushBuffer()

用途用途用途用途
この LOBのすべてのバッファをサーバーにフラッシュするか、もしくは書き込みます。 

構文構文構文構文
sword OCILobFlushBuffer ( OCISvcCtx       *svchp, 
                          OCIError        *errhp, 
                          OCILobLocator   *locp
                          ub4             flag ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
LOBを一意に参照する内部ロケータです。

flag (IN)
OCI_LOB_BUFFER_FREEを設定すると、LOBのバッファ・リソースは、フラッシュの後に
解放されます。 次のコメントを参照してください。

コメントコメントコメントコメント
入力ロケータによって参照される LOBに関連するバッファリング・サブシステムに加えら
れた変更を、サーバーにフラッシュします。 このルーチンでは、バッファのデータをデータ
ベースの LOBに実際に書き込みます。 LOBバッファリングは入力 LOBロケータに対してあ
らかじめ使用可能にしてください。 

このフラッシュ操作のデフォルトでは、別のバッファ LOBオペレーションへの再割当て用
にバッファ・リソースは解放されません。 ただし、バッファを明示的に解放する場合は、
flagパラメータを OCI_LOB_BUFFER_FREEに設定できます。 

クライアント・アプリケーションでフラッシュ後のバッファ値を読み込む予定で、あらかじ
めバッファの現在値が望む値であることがわかっている場合、サーバーからデータを再度読
み込む必要はありません。

バッファの解放による影響はユーザーにはほとんど意識されません。ただし、LOB内の同じ
範囲に次にアクセスするときに、サーバーをラウンドトリップすることになり、バッファ・
リソースの取得および LOBから読み込まれるデータによる初期化のコストもかかります。
このオプションは、オンボード・メモリーが少ないクライアント環境用です。
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LOB関数
関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobEnableBuffering()、OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobRead()、
OCILobDisableBuffering()、OCILobWriteAppend()
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LOB関数
OCILobFreeTemporary()

用途用途用途用途
テンポラリ LOBを解放します。

構文構文構文構文
sword OCILobFreeTemporary( OCISvcCtx          *svchp,
                           OCIError           *errhp,
                           OCILobLocator      *locp);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
解放する LOBを一意に参照するロケータです。

コメントコメントコメントコメント
このロケータが指すテンポラリ LOBの内容を解放します。ロケータ自体は、
OCIDescriptorFree() がコールされるまで解放されません。

locpパラメータで渡される LOBロケータがテンポラリ LOBを指していない場合は、エラー
を戻します。次のいずれかが原因である可能性があります。

� ロケータが永続 LOBを指しています。

� ロケータがすでに解放されたテンポラリ LOBを指しています。

� ロケータが何も指していません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobCreateTemporary()、OCILobIsTemporary()、OCIErrorGet()
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LOB関数
OCILobGetChunkSize()

用途用途用途用途
LOBのチャンク・サイズを取得します。

構文構文構文構文
sword OCILobGetChunkSize ( OCISvcCtx       *svchp,
                           OCIError        *errhp,
                           OCILobLocator   *locp,
                           ub4             *chunk_size );

パラメータパラメータパラメータパラメータ
svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
使用可能なチャンク・サイズを取得する内部 LOBです。

chunk_size (OUT)
内部 LOB値を格納するために使用するチャンク領域の量です。これは、ユーザーが LOB値
の読込み /書込み時に使用する量です。可能な場合は、チャンクの先頭などのチャンクの境
界で書込みを開始し、1つのチャンクを 1度で書き込みます。 

chunk_sizeは、BLOBではバイト数、CLOBと NCLOBでは文字数で戻されます。可変幅の
キャラクタ・セットの場合は、チャンクと同じ大きさの Unicodeキャラクタ数です。

コメントコメントコメントコメント
内部 LOBが格納される表を作成するときに、チャンク係数を指定できます。チャンク係数
は、Oracleブロックの倍数で、LOB値に対するアクセスまたは修正時に、LOBデータ層に
よって使用されるチャンク・サイズに対応しています。チャンクの一部はシステム関連情報
に使用され、残りのチャンクには LOB値が格納されます。この関数では、LOB値が格納さ
れる LOBチャンクで使用される領域の量を戻します。アプリケーションからこのチャンク・
サイズの倍数を使用して読込みまたは書込み要求を発行すると、パフォーマンスが向上しま
す。書込みの場合は、他にも利点があります。LOBチャンクは世代管理されているので、す
べての書込みをチャンク単位で行うと、不要または重複した世代管理が行われることがあり
ません。同じチャンクに対して複数の書込みコールを発行するかわりに、チャンクがいっぱ
いになるまで書込みを蓄積することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は 7-8ページの「LOBの読込み /書込みパフォーマンスを向上するため
の関数」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWrite()、
OCILobWriteAppend()
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LOB関数
OCILobGetLength()

用途用途用途用途
LOBの長さを取得します。 

構文構文構文構文
sword OCILobGetLength ( OCISvcCtx      *svchp,
                        OCIError       *errhp,
                        OCILobLocator  *locp,
                        ub4            *lenp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
一意に LOBを参照する LOBロケータです。 内部 LOBでは、このロケータは、svchpに指定
したサーバーから取得されたロケータにしてください。 FILEの場合は、
OCILobFileSetName()、SELECT文または OCIObjectPinを使用して設定できます。

lenp (OUT)
出力時に LOBが NULLでない場合は、LOBの長さです。文字の LOBの場合は、LOB内の
文字数です。バイナリの LOBおよび BFILEの場合は、LOB内のバイト数です。

コメントコメントコメントコメント
LOBの長さを取得します。LOBが NULLの場合、長さは未定義です。 FILEの長さには EOF
（存在すれば）が含まれます。 空の内部 LOBの長さは 0（ゼロ）です。 

クライアント側キャラクタ・セットが可変幅かどうかに関わりなく、出力の長さは、CLOB
と NCLOBでは文字数、BLOBと BFILEではバイト数です。

注意注意注意注意 :  以前の OCILobErase()または OCILobWrite()のコールによって LOBに書き込まれ
た、ゼロ・バイトまたは空白の充填文字も、長さの一部になります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobFileSetName()、OCILobRead()、OCILobWrite()、 OCILobCopy()、
OCILobAppend()、OCILobLoadFromFile()、OCILobWriteAppend()
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OCILobIsEqual()

用途用途用途用途
2つの LOB/FILEロケータの等価を比較します。

構文構文構文構文
sword OCILobIsEqual ( OCIEnv                  *envhp,
                      CONST OCILobLocator     *x,
                      CONST OCILobLocator     *y,
                      boolean                 *is_equal );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN)
OCI環境ハンドルです。

x (IN)
比較する LOBロケータです。

y (IN)
比較する LOBロケータです。

is_equal (OUT)
LOBロケータが等価の場合は TRUE、等価でない場合は FALSEです。

コメントコメントコメントコメント
指定された LOB/FILEロケータの等価を比較します。2つの LOB/FILEロケータは、どちら
も同じ LOB/FILE値を参照している場合のみ等価になります。

この関数では、2つの NULLロケータは、等価とはみなされません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobAssign()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobIsOpen()

用途用途用途用途
LOBまたは FILEがオープンされているかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCILobIsOpen ( OCISvcCtx        *svchp,
                     OCIError         *errhp, 
                     OCILobLocator    *locp, 
                     boolean          *flag );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
テストする LOBロケータのポインタです。ロケータは、内部 LOBまたは外部 LOBを参照
できます。 

flag (OUT)
内部 LOBがオープンされている場合、または入力ロケータを使用して BFILEがオープンさ
れた場合は、TRUEを戻します。それ以外は FALSEを戻します。 

コメントコメントコメントコメント
内部 LOBがオープンされている場合、または入力ロケータを使用して BFILEがオープンさ
れた場合は TRUEを戻します。

BFILESの場合の場合の場合の場合
OCILobOpen()または OCILobFileOpen()に入力 BFILEロケータが渡されなかった場合、
BFILEはそのロケータによってオープンされていないと見なされます。ただし、別の BFILE
からその BFILEがオープンされていることがあります。別のロケータを使用して、その
BFILEに対して複数のオープンが実行されることがあります。つまり、オープンは BFILEの
特定のロケータに関連付けられます。

内部内部内部内部 LOBの場合の場合の場合の場合
オープンは、ロケータではなく LOBに関連付けられます。locator1が LOBをオープンした
場合は、locator2もオープン時にその LOBを参照します。 

内部 LOBの場合、このコールでは、サーバー上の状態によって、LOBがオープンしている
かどうかを確認するため、サーバー・ラウンドトリップが必要です。外部 LOB（BFILE）の
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場合も、サーバー側のオペレーティング・システム・ファイルによって、その LOBがオー
プンされているかどうかを確認するため、ラウンドトリップが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は 7-9ページの「LOBのオープンおよびクローズのための関数」を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()、OCILobFileClose()、
OCILobFileIsOpen()、OCILobFileOpen()、OCILobOpen()
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OCILobIsTemporary()

用途用途用途用途
 ロケータがテンポラリ LOBを指すかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCILobIsTemporary(OCIEnv            *envhp,
                        OCIError          *errhp,
                        OCILobLocator     *locp,
                        boolean           *is_temporary);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN)
OCI環境ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
テストするロケータです。

is_temporary (OUT) 
ロケータがテンポラリ LOBを指す場合は TRUE、そうでない場合は FALSEを戻します。

コメントコメントコメントコメント
この関数では、ロケータがテンポラリ LOBを指すかどうかを調べるためにロケータをテス
トします。テンポラリ LOBを指す場合は、is_temporaryが TRUEに設定されます。そうでな
い場合は、is_temporaryが FALSEに設定されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILobCreateTemporary()、OCILobFreeTemporary()
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OCILobLoadFromFile()

用途用途用途用途
ファイルの全体または一部を内部 LOBにロード /コピーします。 

構文構文構文構文
sword OCILobLoadFromFile ( OCISvcCtx        *svchp, 
                           OCIError         *errhp, 
                           OCILobLocator    *dst_locp, 
                           OCILobLocator    *src_locp, 
                           ub4              amount, 
                           ub4              dst_offset, 
                           ub4              src_offset ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

dst_locp (IN/OUT)
BLOB型、CLOB型または NCLOB型の宛先内部 LOBを一意に参照するロケータです。 

src_locp (IN/OUT)
ソース FILEを一意に参照するロケータです。 

amount (IN)
ロードされるバイト数です。 

dst_offset (IN)
これは、宛先 LOB用の絶対オフセットです。 文字 LOBでは、LOBの先頭から書込みを開始
する位置までの文字数です。 バイナリ LOBでは、LOBの先頭から読取りを開始する位置ま
でのバイト数です。 オフセットは 1から始まります。

src_offset (IN)
これは、ソース FILEにとっての絶対表示オフセットです。 FILEの先頭からのバイト数です。 
オフセットは 1から始まります。

コメントコメントコメントコメント
FILE値の一部またはすべてを指定どおりに内部 LOBにロードまたはコピーします。データ
は、 ソース FILEから宛先の内部 LOB（BLOBまたは CLOB）にコピーされます。FILEデー
タを CLOBまたは NCLOBにコピーするときには、キャラクタ・セットの変換は実行されま
せん。また、バイナリ・データが BLOBにロードされた場合にも、キャラクタ・セット変換
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は実行されません。このため、FILEデータは、あらかじめデータベースの LOBと同じキャ
ラクタ・セットにしてください。 これを検証するエラー・チェックは実行されません。 

ソース（src_locp）LOBと宛先（dst_locp）LOBはすでに存在している必要があります。宛先
のコピー開始位置にすでにデータが存在する場合は、ソース・データによって上書きされま
す。宛先のコピー開始位置がカレント・データの末尾の位置を超えている場合は、宛先 LOB
のカレント・データの末尾とソースから新たに書き込まれるデータの先頭との間に 0バイト
充填文字（BLOB用）または空白（CLOB用）が書き込まれます。 新規に書き込むデータが
宛先 LOBの現行の長さを超える場合は、宛先 LOBは、そのデータにあわせて拡張されま
す。 

許される最大長（4GB）を超えての宛先 LOBの拡張と NULL FILEのコピーはエラーになり
ます。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobAppend()、OCILobWrite()、OCILobTrim()、 OCILobCopy()、
OCILobGetLength()、OCILobWriteAppend()
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OCILobLocatorAssign()

用途用途用途用途
LOB/FILEロケータを別のロケータに割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCILobLocatorAssign ( OCISvcCtx            *svchp,
                            OCIError             *errhp,
                            CONST OCILobLocator  *src_locp,
                            OCILobLocator         **dst_locpp );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

src_locp (IN)
コピー元となる LOB/FILEロケータです。

dst_locpp (IN/OUT)
コピー先となる LOB/FILEロケータです。コール側で、OCIDescriptorAlloc()をコールして
OCILobLocatorに領域を割り当てる必要があります。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、ソース・ロケータを宛先ロケータに割り当てます。割当て後は、両方のロ
ケータは同じ LOBデータを参照します。内部 LOBの場合、宛先ロケータが表に格納されて
いるときのみ、ソース・ロケータの LOBデータが宛先ロケータの LOBデータにコピーされ
ます。このため、宛先ロケータが含まれているオブジェクトにフラッシュを発行すると、
LOBデータがコピーされます。FILEの場合、OSファイルを参照するロケータのみが表にコ
ピーされ、OSファイルはコピーされません。 

このコールは OCILobAssign()と似ていますが、OCILobLocatorAssign()は OCI環境ハンドル・
ポインタではなく、OCIサービス・ハンドル・ポインタを使用します。また、
OCILobLocatorAssign()はテンポラリ LOBに対して使用できますが、OCILobAssign()は使用
できません。

注意注意注意注意 :  OCILobLocatorAssign()関数が正常に終了しなかった場合は、ターゲット・ロケー
タは以前の状態にはリストアされません。ターゲット・ロケータは、初期化し直すま
で、後続の操作で使用しないでください。

宛先ロケータがテンポラリ LOBに対するロケータの場合は、宛先テンポラリ LOBは、ソー
ス LOBを割り当てる前に解放されます。ソース LOBロケータからテンポラリ LOBを参照
すると、ソース・テンポラリ LOBがディープ・コピーされ、そのテンポラリ LOBの新しい
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ディープ・コピーを参照するために宛先ロケータが作成されます。このディープ・コピーを
回避するには、等号を使用して、2つの LOBロケータ・ポインタが同じ LOBロケータを参
照するようにします。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobAssign()、OCILobIsEqual()、OCILobLocatorIsInit()
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OCILobLocatorIsInit()

用途用途用途用途
指定された LOB/FILEロケータが初期化されているかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCILobLocatorIsInit ( OCIEnv               *envhp,
                            OCIError             *errhp,
                            CONST OCILobLocator  *locp,
                            boolean              *is_initialized );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
テストする LOB/FILEロケータです。

is_initialized (OUT)
特定の LOB/FILEロケータが初期化されていると TRUE、初期化されていないと FALSEを
戻します。

コメントコメントコメントコメント
指定された LOB/FILEロケータが初期化されているかどうかをテストします。 

内部 LOBロケータは、次のいずれかの方法で初期化できます。

� NULLではない LOBをロケータに選択します。

� OCIObjectPin()を使用して、LOB属性が NULLではないオブジェクトを確保します。

� OCIAttrSet()でロケータを Empty値に設定します（詳細は、A-26ページの「LOBロケー
タの属性」を参照）。

FILEロケータは、次のいずれかの方法で初期化できます。

� NULLではない FILEをロケータに選択します。

� OCIObjectPin()を使用して、FILE属性が NULLではないオブジェクトを確保します。

� OCILobFileSetName()をコールします。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobIsEqual()
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OCILobOpen()

用途用途用途用途
指定されたモードで LOB（内部または外部）をオープンします。 

構文構文構文構文
sword OCILobOpen ( OCISvcCtx        *svchp,
                   OCIError         *errhp, 
                   OCILobLocator    *locp, 
                   ub1              mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
オープンする LOBです。ロケータは、内部 LOBまたは外部 LOBを参照できます。 

mode (IN)
LOB/BFILEをオープンするモードです。Oracle8iでは、LOBに対して有効なモードは
OCI_LOB_READONLYおよび OCI_LOB_READWRITEです。OCI_FILE_READONLYは、
Oracle8では、OCILobFileOpen()の入力モードとして使用します。入力ロケータが BFILEに
対するロケータの場合は、OCI_FILE_READONLYは OCILobOpen()とともに使用できます。

コメントコメントコメントコメント
同じ LOBを 2度オープンするとエラーが発生します。BFILEは、読込み /書込みモードで
オープンできません。LOB/BFILEが読取り専用モードでオープンされている場合、
LOB/BFILEに書込みを行うと、エラーが戻されます。 

LOBのオープンでは、内部 LOBと外部 LOBのどちらに対してもサーバーへのラウンドト
リップが必要です。内部 LOBをオープンすると、そのオープン・コールに応じて他のコー
ドが実行されます。外部 LOB（BFILE）をオープンすると、サーバー側のオペレーティン
グ・システム・ファイルがオープンされるため、ラウンドトリップが必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は 7-9ページの「LOBのオープンおよびクローズのための関数」を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobClose()、OCILobFileCloseAll()、OCILobFileExists()、OCILobFileClose()、
OCILobFileIsOpen()、OCILobFileOpen()、OCILobIsOpen()
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OCILobRead()

用途用途用途用途
LOB/FILEの一部をコールの指定どおりにバッファに読み込みます。 

構文構文構文構文
sword OCILobRead ( OCISvcCtx          *svchp,
                   OCIError           *errhp,
                   OCILobLocator      *locp,
                   ub4                *amtp,
                   ub4                offset,
                   dvoid              *bufp,
                   ub4                bufl,
                   dvoid              *ctxp, 
                   OCICallbackLobRead (cbfp)
                                      ( dvoid         *ctxp,
                                        CONST dvoid   *bufp,
                                        ub4           len,
                                        ub1           piece )
                   ub2                csid,
                   ub1                csfrm );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN)
一意に LOB/FILEを参照する LOB/FILEロケータです。 このロケータは、svchpに指定した
サーバーから取得されたロケータにしてください。 

amtp (IN/OUT)
入力時は、読み込まれる文字数（CLOBまたは NCLOBの場合）またはバイト数（BLOBお
よび BFILEの場合）です。 出力時は、実際に読み込まれたバイト数または文字数です。 

次の場合、*amtpは読み込まれたデータの総量です。 

� データがストリーム・モードで読み込まれない場合（1ピースのみ読み込まれ、ポーリ
ングまたはコールバックは行われません。）

� データがコールバックによってストリーム・モードで読み込まれる場合

データがポーリングを使用してストリーム・モードで読み込まれる場合は、*amtpは読み込
まれた最後のピースの長さです。
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読み込まれるバイト数がバッファの長さより多い場合、LOBの読込みはストリーム・モード
で、入力オフセットから LOBの終わりまでか、指定されたバイト数まで、いずれか先に達
するところまで行われます。 入力時にこの値が 0（ゼロ）の場合、入力オフセットから LOB
の末尾までストリーム・モードでデータが読み込まれます。

ストリーム・モード（ポーリングまたはコールバックのいずれかで実行）の場合、LOB値は
入力オフセットから連続して読み込まれます。

データが細分されて読み込まれる場合、*amtpには常に読み込まれた各ピースの長さが含ま
れます。

コールバック関数が定義されている場合は、パイプから buflバイトが読み込まれるたびにそ
のコールバック関数が起動されます。 各ピースが bufpに書き込まれます。

コールバック関数が定義されていない場合は、OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻りま
す。 アプリケーションでは、OCI_NEED_DATAエラー・コードが戻らなくなるまで何度も
OCILobRead()をコールし、LOBのピースを読み込む必要があります。 ピースのサイズを変
えながら複数の場所を読み込む場合は、コールごとにバッファ・ポインタと長さを変えるこ
とができます。 

クライアント側のキャラクタ・セットが可変幅の場合は、CLOBおよび NCLOBの入力量は
文字、出力量はバイトで表されます。入力量は、サーバー側 CLOB/NCLOBから読み込む
文字数を示します。出力量は、バッファ bufpに読み込まれたバイト数を示します。

offset (IN)
入力時、これは LOB値の先頭からの絶対オフセットです。キャラクタ LOB（CLOB、
NCLOB）では、LOBの先頭からの文字数、 バイナリ LOB/FILEではバイト数です。先頭位
置は 1です。

bufp (IN/OUT)
ピースの読込み先バッファのポインタです。 buflのメモリー長が割り当てられるとみなされ
ます。 

bufl (IN)
オクテットで示したバッファの長さです。buflパラメータがバイト数で指定され、amtpパラ
メータが文字で指定されている場合は、この値は、CLOBおよび NCLOBの amtp値
（csfrm=SQLCS_NCHAR）とは異なります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキスト・ポインタです。 NULLでもかまいません。

cbfp (IN)
各ピースに対してコールされるように登録できるコールバックです。 これが NULLの場合
は、ピースごとに OCI_NEED_DATAが戻ります。 

コールバック関数は、OCI_CONTINUEを戻して読込みを続行する必要があります。 これ以
外のエラー・コードが戻った場合、LOBの読込みは強制終了します。 
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ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキストです。 NULLでもかまいません。

bufp (IN/OUT)
ピース用のバッファ・ポインタです。

len (IN)
bufpにおけるカレント・ピースのバイト長です。

piece (IN)
ピースは  OCI_FIRST_PIECE、 OCI_NEXT_PIECE または OCI_LAST_PIECEです。

csid (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット IDです。

csfrm (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット・フォームです。csfrmパラメータは、LOBの型と
一貫している必要があります。 つまり、LOBが CLOBの場合は、csfrmは NCHARを示して
はならず、LOBが NCLOBの場合は、csfrmは NCHARを示す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
LOB/FILEの一部をコールの指定どおりにバッファに読み込みます。NULL属性の LOBま
たは FILEから読み込むとエラーになります。

注意注意注意注意 : LOBを読み込むか、または書き込む場合、指定されたキャラクタ・セット・
フォーム（csfrm）がロケータのフォームと合致する必要があります。

FILEの場合、サーバー上にすでにオペレーティング・システム・ファイルが存在していて、
入力ロケータを使用して OCILobFileOpen()または OCILobOpen()でオープンされている必要
があります。 OSファイルの読込み許可が Oracleにあること、およびディレクトリ・オブ
ジェクトの読込み許可がユーザーにあることが必要です。

OCILobRead()に対してポーリング・モードを使用するとき、ユーザーは最初のコールでは
offsetおよび amtpの値を指定する必要がありますが、その後の OCILobRead()のポーリング・
コールでは指定する必要はありません。

LOBが BLOBの場合は、csidおよび csfrmパラメータは無視されます。

注意注意注意注意 : OCILobRead() 操作を中止して文ハンドルを解放するには、OCIBreak()コールを使
用します。

次のルールは、CLOBおよび NCLOBのクライアント側可変幅キャラクタ・セットに適用さ
れます。

� ポーリング・モードを使用する場合は、OCILobRead()コール後に amtpパラメータの値
を参照し、バッファに読み込まれたバイト数を確認してください。バッファの空き領域
を確認するためです。 
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� コールバックを使用する場合は、lenパラメータはコールバックへの入力で、バッファ
内で格納されたバイト数を示します。バッファの空き領域を確認するため、コールバッ
ク処理中に lenパラメータをチェックします。

次のルールは、CLOBおよび NCLOBのクライアント側固定幅キャラクタ・セットおよびク
ライアント側可変幅キャラクタ・セットに適用されます。

� CLOBまたは NCLOB値を読み込むときに、データベースの CHARまたはNCHARキャ
ラクタ・セットが可変幅の場合は、ユーザー・バッファのすべての領域をデータの格納
に使用することはできません。amtpパラメータは、実際にユーザー・バッファに読み込
まれたバイト数を示します。 

UCS-2形式でデータを読み込むには、csidパラメータを OCI_UCS2IDに設定します。csidパ
ラメータが設定された場合は、このパラメータによって NLS_LANG環境変数が上書きされ
ます。UCS-2（Unicode）形式の詳細は、5-32ページの「固定幅 Unicodeサポート」を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  FILEの詳細は、『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェ
クト』の BFILEの説明を参照してください。

LOBの読込みおよび書込み方法を示したコード例については、Oracleインストレー
ションに含まれているデモ・プログラムを参照してください。追加情報については、付
録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

一般的なピース単位 OCIオペレーションについては、5-36ページの「ランタイム・
データ割当てとピース単位操作」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobWrite()、OCILobFileSetName()、OCILobWriteAppend()
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OCILobTrim()

用途用途用途用途
LOB値を短い長さに切り捨てます。

構文構文構文構文
sword OCILobTrim ( OCISvcCtx       *svchp,
                   OCIError        *errhp,
                   OCILobLocator   *locp,
                   ub4             newlen );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定したサーバー
から取得されたロケータにしてください。 

newlen (IN)
LOB値の新しい長さ（現行の長さ以下）です。 

コメントコメントコメントコメント
この関数では、LOBデータを指定の長さに切り捨てます。newlenが現行の LOBの長さより
長い場合は、エラーが戻されます。 この関数は内部 LOBでのみ有効です。 FILEには使用で
きません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobErase()、
OCILobWrite()、OCILobWriteAppend()
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OCILobWrite()

用途用途用途用途
バッファを LOBに書き込みます。

構文構文構文構文
sword OCILobWrite ( OCISvcCtx       *svchp,
                    OCIError        *errhp,
                    OCILobLocator   *locp,
                    ub4             *amtp,
                    ub4             offset,
                    dvoid           *bufp, 
                    ub4             buflen,
                    ub1             piece,
                    dvoid           *ctxp, 
                    OCICallbackLobWrite      (cbfp)
                                    (/*_
                                    dvoid    *ctxp,
                                    dvoid    *bufp,
                                    ub4      *lenp,
                                    ub1      *piecep */) 
                    ub2             csid,
                    ub1             csfrm );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 このロケータは、svchpに指定したサーバー
から取得されたロケータにしてください。 

amtp (IN/OUT)
入力時は、書き込まれる文字数（CLOBおよび NCLOBの場合）またはバイト数（BLOBの
場合）です。 出力時は、実際に書き込まれたバイト数または文字数を戻します。 このパラ
メータは常に NULL以外のポインタです。ファイルの終わりまでの書込みを指定する場合
は、変数を宣言してゼロを設定し、そのアドレスをこのパラメータに渡します。

入力時に量が指定されていて、データがピース単位で書き込まれる場合、*amtpにはコール
終了時（最後のピースが書き込まれた時点）に各ピースの長さの合計が格納され、書込み途
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中は未定義になります。ピース単位の読込みとは異なることに注意してください。 指定され
た量がサーバーに送信されない場合、エラーが戻されます。

amtpが 0（ゼロ）の場合、ストリーム・モードが仮定され、ユーザーが OCI_LAST_PIECE
を指定するまでデータが書き込まれます。

クライアント側のキャラクタ・セットが可変幅の場合は、CLOBおよび NCLOBに対して入
力はバイト、出力は文字で表されます。入力量は、ユーザーが LOBに書き込むデータのバ
イト数で、bufp内のバイト数ではありません。bufp内のバイト数は、buflenによって指定さ
れます。データがピースごとに書き込まれる場合は、書き込むバイトの量は、buflenよりも
大きくできます。出力量は、サーバー側 CLOB/NCLOBに書き込む文字数を指します。

offset (IN)
入力時、これは LOB値の先頭からの絶対オフセットです。 文字 LOBでは LOBの先頭からの
文字数であり、バイナリ LOBではバイト数です。先頭位置は 1です。

bufp (IN)
ピースの書込み元バッファのポインタです。バッファ内のデータの長さが buflenに渡された
値であるとみなされます。 データがポーリング・メソッドを使用してピース単位で書き込ま
れる場合でも、bufpはこのコールが呼び出された時の LOBの最初のピースを格納する必要
があります。 コールバックが使用される場合、データの提供に bufpは使用できません。使用
するとエラーになります。

buflen (IN)
バッファ内のデータの長さ（バイト数）です。buflenパラメータがバイト数で指定され、
amtpパラメータが文字列で指定されている場合は、この値は、CLOBおよび NCLOBの
amtp値とは異なります。

注意注意注意注意 :  このパラメータは 8ビット（1バイト）を仮定します。現行のプラットフォーム
でこれより長いバイトを使用している場合は、buflenの値をそれにあわせて調整する必
要があります。

piece (IN)
書き込み中のバッファのピースです。 このパラメータのデフォルト値は、バッファが単独の
ピースとして書き込まれることを示す OCI_ONE_PIECEです。

ピース単位またはコールバック・モードで可能なその他の値としては、OCI_FIRST_PIECE、
OCI_NEXT_PIECEおよび OCI_LAST_PIECEなどがあります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキストです。 NULLでもかまいません。

cbfp (IN)
ピース単位書込みで各ピースに対してコールされるように登録できるコールバックです。 こ
れが NULLの場合は、標準ポーリング・メソッドが使用されます。
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コールバック関数は、OCI_CONTINUEを戻して書込みを続行する必要があります。 これ以
外のエラー・コードが戻った場合、LOBの書込みは異常終了します。 コールバックは、次の
パラメータを取ります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキストです。 NULLでもかまいません。

bufp (IN/OUT)
ピース用のバッファ・ポインタです。このパラメータは、OCILobWrite()ルーチンに入力と
して渡される bufpと同じです。

lenp (IN/OUT)
buffer（IN）内のデータのバイト数、および bufp（OUT）内のカレント・ピースのバイト数
です。

piecep (OUT)
ピースは OCI_NEXT_PIECEまたは OCI_LAST_PIECEです。

csid (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット IDです。

csfrm (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット・フォームです。csfrmパラメータは、LOBの型と
一貫している必要があります。 つまり、LOBが CLOBの場合は、csfrmは NCHARを示して
はならず、LOBが NCLOBの場合は、csfrmは NCHARを示す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
バッファを指定どおりに内部 LOBに書き込みます。LOBにすでにデータが存在する場合は、
バッファに格納されたデータによって上書きされます。 バッファは、このコールによって単
独のピースとして LOBに書き込むことも、コールバックまたは標準ポーリング方法を使用
してピース単位で提供することもできます。

注意注意注意注意 : LOBを読み込むか、または書き込む場合、指定されたキャラクタ・セット・
フォーム（csfrm）がロケータのフォームと合致する必要があります。

OCILobWrite()に対してポーリング・モードを使用している場合、ユーザーは最初のコール
では offsetおよび amtpの値を指定する必要がありますが、その後の OCILobWrite()のコール
では指定する必要はありません。

pieceパラメータの値が OCI_FIRST_PIECEである場合、データによっては、コールバックま
たはポーリングを介して提供される必要があります。

cbfpパラメータにコールバック関数が定義された場合は、パイプに 1ピースが書き込まれる
とこのコールバック関数が呼び出され、次のピースが取得されます。 各ピースが bufpから書
き込まれます。 コールバック関数が定義されていない場合、OCILobWrite()は、
OCI_NEED_DATAエラー・コードを戻します。 LOBのピースの書き込みを続けるには、ア
プリケーションで OCILobWrite()を再度コールする必要があります。 このモードでは、ピー
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スが別々のサイズで複数の場所に読み込まれる場合は、コールごとにバッファ・ポインタと
長さを変えることができます。 

pieceパラメータの値が OCI_LAST_PIECEのときは、ポーリングまたはコールバック方式が
使用されているかどうかにかかわらず、ピース単位書込み操作は終了します。

（どの入力方法を使用した場合も）Oracleに渡されるデータの量が、amtpパラメータに指定
された量より少ない場合は、ORA-22993エラーが戻されます。

この関数は内部 LOBでのみ有効です。FILEは読取り専用なので、取り扱えません。LOBが
BLOBの場合は、csidおよび csfrmパラメータは無視されます。

クライアント側のキャラクタ・セットが可変幅の場合は、CLOBおよび NCLOBに対して入
力はバイト数、出力は文字数で表されます。入力量は、ユーザーが LOBに書き込みたい
データのバイト数で、bufp内のバイト数ではありません。bufp内のバイト数は、buflenに
よって指定されます。データがピースごとに読み込まれる場合は、書き込むバイトの量は、
buflenよりも大きくできます。出力量は、サーバー側 CLOB/NCLOBに書き込む文字数を指
します。

UCS-2形式でデータを書き込むには、csidパラメータを OCI_UCS2IDに設定します。csidパ
ラメータが設定された場合は、このパラメータによって NLS_LANG環境変数が上書きされ
ます。UCS-2（Unicode）形式の詳細は、5-32ページの「固定幅 Unicodeサポート」を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : LOBの読込みおよび書込み方法を示したコード例については、Oracle インス
トレーションに含まれているデモ・プログラムを参照してください。追加情報について
は、付録 B「OCIデモ・プログラム」を参照してください。

一般的なピース単位 OCIオペレーションについては、5-36ページの「ランタイム・
データ割当てとピース単位操作」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWriteAppend()
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OCILobWriteAppend()

用途用途用途用途
LOBの末尾からデータの書込みを開始します。

構文構文構文構文
sword   OCILobWriteAppend ( OCISvcCtx *svchp,
                            OCIError *errhp,
                            OCILobLocator *locp,
                            ub4 *amtp,
                            dvoid *bufp, 
                            ub4 buflen, 
                            ub1 piece, 
                            dvoid *ctxp, 
                            OCICallbackLobWrite     (cbfp)
                                         (/*_
                                           dvoid    *ctxp,
                                           dvoid    *bufp,
                                           ub4      *lenp,
                                           ub1      *piecep */) 
                            ub2 csid, 
                            ub1 csfrm);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

locp (IN/OUT)
一意に LOBを参照する内部 LOBロケータです。 

amtp (IN/OUT)
入力時は、書き込まれる文字数（CLOBおよび NCLOBの場合）またはバイト数（BLOBの
場合）です。 出力時は、実際に書き込まれたバイト数または文字数を戻します。入力時に量
が指定されていて、データがピース単位で書き込まれる場合、*amtpにはコール終了時（最
後のピースが書き込まれた時点）に各ピースの長さの合計が格納され、書込み途中は未定義
になります（ピース単位の読込みとは異なることに注意してください）。 指定された量がサー
バーに送信されない場合、エラーが戻されます。amtpが 0（ゼロ）の場合、ストリーム・
モードが仮定され、ユーザーが OCI_LAST_PIECEを指定するまでデータが書き込まれます。

クライアント側キャラクタ・セットが可変幅の場合は、CLOB/NCLOBの入力量は文字では
なくバイトで表されます。
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bufp (IN)
ピースの書込み元バッファのポインタです。バッファ内のデータの長さが buflenに渡された
値であると見なされます。データがピース単位で書き込まれる場合でも、bufpには、この関
数がコールされたときに、LOBの最初のピースを格納する必要があります。コールバックが
使用される場合、データの提供に bufpは使用できません。使用するとエラーになります。

buflen (IN)
バッファ内のデータの長さ（バイト数）です。このパラメータは 8ビット（1バイト）を仮
定します。現行のプラットフォームでこれより長いバイトを使用している場合は、buflenの
値をそれにあわせて調整する必要があります。

piece (IN)
書き込み中のバッファのピースです。 このパラメータのデフォルト値は、バッファが単独の
ピースとして書き込まれることを示す OCI_ONE_PIECEです。 ピース単位またはコールバッ
ク・モードで可能なその他の値としては、OCI_FIRST_PIECEおよび OCI_NEXT_PIECE、
OCI_LAST_PIECEなどがあります。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキストです。 NULLでもかまいません。

cbfp (IN)
ピース単位書込みで各ピースに対してコールされるように登録できるコールバックです。 
NULLの場合は、標準ポーリング方法が使用されます。コールバック関数は、
OCI_CONTINUEを戻して書込みを続行する必要があります。 これ以外のエラー・コードが
戻った場合、LOBの書込みは異常終了します。 コールバックは、次のパラメータを取りま
す。

ctxp (IN)
コールバック関数用のコンテキストです。 NULLでもかまいません。

bufp (IN/OUT)
ピース用のバッファ・ポインタです。

lenp (IN/OUT)
buffer（IN）内のデータのバイト数、および bufp（OUT）内のカレント・ピースのバイト数
です。

piecep (OUT)
ピースは OCI_NEXT_PIECEまたは OCI_LAST_PIECEです。

csid (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット IDです。

csfrm (IN)
バッファ・データのキャラクタ・セット・フォームです。
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コメントコメントコメントコメント
バッファは、このコールによって単独のピースとして LOBに書き込むことも、コールバッ
クまたは標準ポーリング方法を使用してピース単位で提供することもできます。pieceパラ
メータの値が OCI_FIRST_PIECEである場合、データによっては、コールバックまたはポー
リングを介して提供される必要があります。cbfpパラメータにコールバック関数が定義され
た場合は、パイプに 1ピースが書き込まれるとこのコールバック関数が呼び出され、次の
ピースが取得されます。 各ピースが bufpから書き込まれます。コールバック関数が定義され
ていない場合、OCILobWriteAppend()は、OCI_NEED_DATAエラー・コードを戻します。 

LOBのピースの書込みを続けるには、アプリケーションで OCILobWriteAppend()を再度コー
ルする必要があります。 このモードでは、ピースが別々のサイズで複数の場所に読み込まれ
る場合は、コールごとにバッファ・ポインタと長さを変えることができます。pieceパラ
メータの値が OCI_LAST_PIECEのときは、ピース単位の書込みは終了します。

 LOBバッファリングが有効な場合は、OCILobWriteAppend()はサポートされません。

LOBが BLOBの場合は、csidおよび csfrmパラメータは無視されます。

クライアント側キャラクタ・セットが可変幅の場合は、CLOB/NCLOBの入力量は文字では
なくバイトで表されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は 7-8ページの「LOBの読込み /書込みパフォーマンスを向上するため
の関数」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCILobRead()、OCILobAppend()、OCILobCopy()、OCILobWrite()
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文関数文関数文関数文関数
この項では、文関数について説明します。

表表表表 15-7  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIStmtExecute() 実行する文をサーバーに送信します。 15-159ページ

OCIStmtFetch() 問合せから行をフェッチします。 15-162ページ

OCIStmtGetPieceInfo() ピース単位操作のためのピース情報を取得します。 15-164ページ

OCIStmtPrepare() アプリケーション要求を確立します。 15-166ページ

OCIStmtSetPieceInfo() ピース単位操作のためのピース情報を設定します。 15-168ページ
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OCIStmtExecute()

用途用途用途用途
このコールは、アプリケーション要求をサーバーに対応付けます。

構文構文構文構文
sword OCIStmtExecute ( OCISvcCtx           *svchp,
                       OCIStmt             *stmtp,
                       OCIError            *errhp,
                       ub4                 iters,
                       ub4                 rowoff,
                       CONST OCISnapshot   *snap_in,
                       OCISnapshot         *snap_out,
                       ub4                 mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

stmtp (IN/OUT)
文ハンドルです。 サーバーで実行される文および対応付けられたデータを定義します。 svchp
が Oracle7 Serverを示しているときに、Oracle8i OCIでのみサポートされるデータ型のバイ
ンドを持つ文ハンドルを渡しても無効になります。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

iters (IN)
SELECT文以外の場合、この文が実行される回数は iters - rowoffの場合と同じになります。

SELECT文では、itersが０（ゼロ）以外の場合は、文ハンドルに対する定義を行う必要があ
ります。 実行すると、itersが事前定義バッファにフェッチされ、プリフェッチ行カウントに
従ってさらに行がプリフェッチされます。SELECT文に取り出される行数がわからない場合
は、itersを０（ゼロ）に設定します。

この関数は、SELECT文以外に対して iters=0の場合はエラーを戻します。

rowoff (IN)
この複数行実行に関連する配列バインドのデータが始まる開始索引です。 

snap_in (IN)
このパラメータはオプションです。指定する場合は、OCI_DTYPE_SNAP型のスナップ
ショット記述子を指示する必要があります。この記述子の内容は、直前のコールの snap_out
パラメータから取得する必要があります。 この記述子は、SQLが SELECTでない場合は無視
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されます。 この機能を使用すると、Oracleへの複数サービス・コンテキストにより、データ
ベースのコミット済データに対し一貫性のあるスナップショットを参照できます。 ただし、
あるコンテキストでコミットされていないデータは、同じスナップショットを使用しても別
のコンテキストで参照できません 。

snap_out (OUT)
このパラメータはオプションです。指定する場合は、OCI_DTYPE_SNAP型の記述子を指示
する必要があります。この記述子には、現行の Oracleのシステム変更番号が暗号化されて
格納されており、後続の OCIStmtExecute()コールの snap_inへの入力値として使用できま
す。この記述子は必要以上に長く使用しないでください。「スナップショットが古すぎます」
というエラーが発生します。 

mode (IN)
次のモードが有効です。

� OCI_DEFAULT - このモードで OCIStmtExecute()をコールすると文が実行されます。ま
た、選択リストに関する記述情報が暗黙的に戻されます。

� OCI_DESCRIBE_ONLY - このモードは、実行前に問合せを記述するユーザー用です。
OCIStmtExecute()をこのモードでコールすると、文は 実行されませんが、選択リスト記
述は戻されます。 パフォーマンスを最大にするために、アプリケーションではデフォル
ト・モードで文を実行し、実行に伴う暗黙的な記述を使用することをお薦めします。

� OCI_COMMIT_ON_SUCCESS - このモードで文を実行した場合、実行が正常に終了す
ると、実行後にカレント・トランザクションがコミットされます。

� OCI_EXACT_FETCH - アプリケーションでフェッチされる行数があらかじめ正確にわ
かっているときに使用します。このモードは Oracle8i OCIモード用のプリフェッチをオ
フにします。また、実行がコールされる前に定義されている必要があります。このモー
ドを使用すると要求した行がフェッチされた後カーソルが取り消されるため、サーバー
側のリソース使用量を削減できます。

� OCI_BATCH_ERRORS - このモードの詳細は、4-8ページの「OCIStmtExecute()用の
バッチ・エラー・モード」を参照してください。

これらのモードは相互排他的ではなく、組み合せて使用できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、準備完了 SQL文を実行するために使用します。 アプリケーションは、実行コー
ルを使用して要求をサーバーに対応付けます。

SELECT文が実行されると、選択リストの記述が応答として暗黙的に使用可能になります。 
この記述は、記述、フェッチおよび型変換定義用にクライアント側にバッファ処理されま
す。 したがって、選択リストの記述は、実行後のみに行うのが最善の方法です。詳細は、
4-11ページの「選択リスト項目の記述」を参照してください。

SELECT文では、一部の結果も暗黙のうちに取得されます。 実行終了の時点で行が受け取ら
れ、バッファ処理されます。 行数が少ない問合せでは、プリフェッチすることでフェッチの
最後に達したときにサーバー内のメモリーが解放され、これによってメモリーの使用量が削
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減されるように最適化できます。 プリフェッチする行数を結果セットごとに設定する属性設
定コールが定義されています。

SELECT文では、文ハンドルは、実行終了の時点で、それが実行されたサービス・コンテキ
ストに対する参照を暗黙のうちに保持しています。サービス・コンテキストの完全性は、
ユーザーに保守の義務があります。 暗黙参照は、文ハンドルが解放されるまたはフェッチが
取り消される、あるいはフェッチ条件の最後に達するまで保持されます。

注意注意注意注意 : OCIStmtExecute()のコール前に SELECT文に対して出力変数が定義されると、
itersによって指定された行数が、定義済出力バッファに直接フェッチされ、プリフェッ
チ件数と等価であるその他の行がプリフェッチされます。 追加行がない場合、フェッチ
は OCIStmtFetch()をコールしないで完了します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIStmtPrepare()
OCIリレーショナル関数 15-161



文関数
OCIStmtFetch()

用途用途用途用途
問合せから行をフェッチします。

構文構文構文構文
sword OCIStmtFetch ( OCIStmt     *stmtp,
                     OCIError    *errhp, 
                     ub4         nrows,
                     ub2         orientation,
                     ub4         mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN)
文（アプリケーション要求）ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

nrows (IN)
現行の位置からフェッチされる行数です。

orientation (IN)
Oracle8i OCIでの許容値は、デフォルト値でもある OCI_FETCH_NEXTのみです。 

mode (IN)
OCI_DEFAULTを渡します。

コメントコメントコメントコメント
プリフェッチされた行で間に合う場合、フェッチ・コールはローカル・コールになります。 
ただしこれは、アプリケーションに対して透過的に行われます。 

LOB列が読み込まれる場合、LOBロケータに対して実行される後続の LOBオペレーション
のために、それらのロケータがフェッチされます。 プリフェッチは、Long列が関係する場合
はオフに切り替わります。 

この関数は、次のエラーのいずれかが発生すると EOFの OCI_NO_DATAおよび
OCI_SUCCESS_WITH_INFOを戻します。

� ORA-24344 正常に終了しましたが、コンパイル・エラーがあります。

� ORA-24345 切捨てまたは NULLフェッチ・エラーが発生しました。

� ORA-24347 警告 : グループ関数に NULLの列があります。
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 nrowsパラメータにゼロを設定して OCIStmtFetch()をコールした場合は、カーソルが取り消
されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIStmtExecute()
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OCIStmtGetPieceInfo()

用途用途用途用途
ピース単位操作用のピース情報を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIStmtGetPieceInfo( CONST OCIStmt  *stmtp,
                           OCIError       *errhp,
                           dvoid          **hndlpp,
                           ub4            *typep,
                           ub1            *in_outp,
                           ub4            *iterp, 
                           ub4            *idxp,
                           ub1            *piecep );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN)
戻された OCI_NEED_DATAが実行される際の文です。 

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

hndlpp (OUT)
バインド、バインドの定義ハンドル、またはランタイム・データが要求または提供されてい
る定義のいずれかへのポインタを戻します。

typep (OUT)
hndlppが指すハンドルのタイプです。 タイプには、OCI_HTYPE_BIND（バインド・ハンド
ル用）または OCI_HTYPE_DEFINE（定義ハンドル用）があります。

in_outp (OUT)
INバインド値に対してデータが必要な場合、OCI_PARAM_INを戻します。データが OUT
バインド変数または定義位置値として取得できる場合は OCI_PARAM_OUTが戻ります。

iterp (OUT)
複数行オペレーションの行数を戻します。

idxp (OUT)
PL/SQL配列バインド操作の配列要素の索引です。

piecep (OUT)
OCI_ONE_PIECE、OCI_FIRST_PIECE、OCI_NEXT_PIECEまたは OCI_LAST_PIECEのい
ずれかの事前定義値を戻します。 
15-164 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



文関数
コメントコメントコメントコメント
実行 /フェッチ・コールから OCI_NEED_DATAが戻され、動的なバインド /定義の値また
はピースが取得される /戻されると、OCIStmtGetPieceInfo()から、バインド /定義ハンド
ル、反復、索引番号、ピース情報などの関連情報が戻されます。

OCIStmtGetPieceInfo()の使用方法の詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()、OCIAttrSet()、OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()、OCIStmtSetPieceInfo()
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OCIStmtPrepare()

用途用途用途用途
このコールは、実行する SQL文または PL/SQL文を準備します。

構文構文構文構文
sword OCIStmtPrepare ( OCIStmt       *stmtp,
                       OCIError      *errhp,
                       CONST text    *stmt, 
                       ub4           stmt_len,
                       ub4           language,
                       ub4           mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

stmtp (IN)
文ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

stmt (IN)
実行される SQL文または PL/SQL文です。NULLで終わる文字列にしてください。 文が実
行される、またはそこからデータがフェッチされる限り、文のテキストに対するポインタを
使用可能にしてください。

stmt_len (IN)
文の長さです。 0（ゼロ）以外にする必要があります。

language (IN)
V7構文またはネイティブ構文を指定します。 可能な値は次のとおりです。

� OCI_V7_SYNTAX - V7 Oracle解析構文。

� OCI_NTV_SYNTAX - サーバーのバージョンに依存する構文。 

mode (IN)
次の値があります。

� OCI_DEFAULT - デフォルト・モード。

� OCI_NO_SHARING - SQL文の共有モードを使用禁止にします。2-19ページの「共有
データ・モード」を参照してください。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、OCIアプリケーションで実行する SQL文または PL/SQL文を準備するため
に使用します。 OCIStmtPrepare()コールは、アプリケーション要求を定義します。 
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これは、純粋にローカル・コールです。後続のバインド・コールで初期化されるこの文のた
めのデータ値は、この文ハンドルをハング・オフするバインド・ハンドル内に格納されま
す。

このコールは、この文ハンドルと特定のサーバー間の対応付けは作成しません。

このコールの使用方法の詳細は、4-4ページの「文の準備」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()、OCIStmtExecute()
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OCIStmtSetPieceInfo()

用途用途用途用途
ピース単位操作用のピース情報を設定します。

構文構文構文構文
sword OCIStmtSetPieceInfo ( dvoid             *hndlp,
                            ub4               type,
                            OCIError          *errhp,
                            CONST dvoid       *bufp,
                            ub4               *alenp, 
                            ub1               piece,
                            CONST dvoid       *indp, 
                            ub2               *rcodep ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN/OUT)
バインド・ハンドルまたは定義ハンドルです。

type (IN)
ハンドルのタイプです。 

errhp (OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

bufp (IN/OUT)
INバインド変数の場合はデータ値またはピースを含む記憶域のポインタです。それ以外の
場合、bufpは OUTバインドおよび定義変数に対してピースまたはデータ値を取得するため
の記憶域のポインタです。 名前付きデータ型または REFでは、オブジェクトまたは REFの
ポインタが戻ります。

alenp (IN/OUT)
ピースまたは値の長さです。 

piece (IN)
ピース・パラメータです。 有効な値は次のとおりです。 

� OCI_ONE_PIECE

� OCI_FIRST_PIECE

� OCI_NEXT_PIECE

� OCI_LAST_PIECE

このパラメータは、INバインド変数でのみ使用されます。
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indp (IN/OUT)
標識です。 名前付きデータ型（SQLT_NTY）と REF（SQLT_REF）用の sb2値のポインタま
たは標識構造体のポインタです。つまり *indpは、データ型に応じて sb2または
dvoid* のどちらかになります。

rcodep (IN/OUT)
リターン・コードです。 

コメントコメントコメントコメント
実行コールにより、動的 IN/OUTバインド値またはピースを取得する OCI_NEED_DATA
が戻されると、OCIStmtSetPieceInfo()により、バッファ、長さ、どのピースが現在処理され
ているか、標識およびこの列のリターン・コードなどのピース情報が設定されます。

OCIStmtSetPieceInfo()の使用方法の詳細は、5-36ページの「ランタイム・データ割当てと
ピース単位操作」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIAttrGet()、OCIAttrSet()、OCIStmtExecute()、OCIStmtFetch()、OCIStmtGetPieceInfo()
OCIリレーショナル関数 15-169



スレッド管理関数
スレッド管理関数スレッド管理関数スレッド管理関数スレッド管理関数
この項では、スレッド管理関数について説明します。

表表表表 15-8  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIThreadClose() スレッド・ハンドルをクローズします。 15-172ページ

OCIThreadCreate() 新しいスレッドを作成します。 15-173ページ

OCIThreadHandleGet() コールが行われたスレッドの OCIThreadHandle を取り出します。 15-174ページ

OCIThreadHndDestroy() スレッド・ハンドルの破棄および割当て解除を行います。 15-175ページ

OCIThreadHndInit() スレッド・ハンドルの割当ておよび初期化を行います。 15-176ページ

OCIThreadIdDestroy() スレッド IDの破棄および割当て解除を行います。 15-177ページ

OCIThreadIdGet() コールが行われたスレッドの OCIThreadIdを取り出します。 15-178ページ

OCIThreadIdInit() スレッド IDの割当ておよび初期化を行います。 15-179ページ

OCIThreadIdNull() 特定の OCIThreadIdが NULLスレッド IDかどうかを判断しま
す。

15-180ページ

OCIThreadIdSame() 2つの OCIThreadIdが同じスレッドを表しているかどうかを判断
します。

15-181ページ

OCIThreadIdSet() OCIThreadIdを別の OCIThreadIdに設定します。 15-182ページ

OCIThreadIdSetNull() 特定の OCIThreadIdに NULLスレッド IDを設定します。 15-183ページ

OCIThreadInit() OCIThreadコンテキストを初期化します。 15-184ページ

OCIThreadIsMulti() アプリケーションがマルチスレッド環境と単一スレッド環境のど
ちらで動作しているかを、コール側に伝えます。

15-185ページ

OCIThreadJoin() コール側スレッドから別のスレッドに結合できるようにします。 15-186ページ

OCIThreadKeyDestroy() keyによってポイントされているキーの破棄および割当て解除を行
います。

15-187ページ

OCIThreadKeyGet() キーに対してコール側スレッドのカレント値を取得します。 15-188ページ

OCIThreadKeyInit() キーを作成します。 15-189ページ

OCIThreadKeySet() キーに対してコール側スレッドの値を設定します。 15-190ページ

OCIThreadMutexAcquire() コールが行われたスレッドに対して mutexを取得します。 15-191ページ

OCIThreadMutexDestroy() mutexの破棄および割当て解除を行います。 15-192ページ

OCIThreadMutexInit() mutexの割当ておよび初期化を行います。 15-193ページ
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OCIThreadMutexRelease() mutexを解放します。 15-194ページ

OCIThreadProcessInit() OCIThreadプロセスの初期化を行います。 15-195ページ

OCIThreadTerm() OCIThreadコンテキストを解放します。 15-196ページ

表表表表 15-8  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ
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OCIThreadClose()

用途用途用途用途
スレッド・ハンドルをクローズします。

構文構文構文構文
sword OCIThreadClose ( dvoid            *hndl, 
                       OCIError         *err, 
                       OCIThreadHandle  *tHnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tHnd (IN/OUT)
クローズする OCIThreadスレッド・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
tHndは、OCIThreadHndInit()を使用して初期化する必要があります。同一
OCIThreadCreate()コールから戻されたスレッド・ハンドルおよびスレッド IDは、
OCIThreadClose()コール後はどちらも無効になります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadCreate()
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OCIThreadCreate()

用途用途用途用途
新しいスレッドを作成します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadCreate ( dvoid            *hndl, 
                        OCIError         *err, 
                        void (*start)    (dvoid
                        dvoid            *arg, 
                        OCIThreadId      *tid, 
                        OCIThreadHandle  *tHnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ
hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

start (IN)
新しいスレッドが実行を開始する関数です。

arg (IN)
startによってポイントされている関数に渡す引数です。

tid (IN/OUT)
NULLでない場合は、新しいスレッドに IDを取得します。

tHnd (IN/OUT)
NULLでない場合は、新しいスレッドにハンドルを取得します。

コメントコメントコメントコメント
argから渡された引数を使用して、startによってポイントされているファンクション・コー
ルを実行すると、新しいスレッドが開始します。その関数が復帰すると、新しいスレッドは
終了します。関数は値を戻さず、パラメータ dvoidを受け入れます。tHndが NULLでない
場合に限り、OCIThreadCreate()コールは OCIThreadClose()コールに合致する必要がありま
す。

tHndが NULLの場合は、生成されるスレッドの終了のタイミングが不明のため、*tid内に
配置されたスレッド IDはコール側スレッドでは無効になります。

tidは OCIThreadIdInit()によって初期化します。また、tHndは OCIThreadHndInit()によって
初期化します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadClose()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadHndInit()
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スレッド管理関数
OCIThreadHandleGet()

用途用途用途用途
コールが行われたスレッドの OCIThreadHandle を取り出します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadHandleGet ( dvoid            *hndl,
                           OCIError         *err,
                           OCIThreadHandle  *tHnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tHnd (IN/OUT)
NULLでない場合は、スレッドのスレッド・ハンドルを配置する場所です。

コメントコメントコメントコメント
tHndは、OCIThreadHndInit()を使用して初期化する必要があります。

この関数によって取り出されるスレッド・ハンドル tHndは、使用後に OCIThreadClose()を
使用してクローズし、OCIThreadHndDestroy()を使用して破棄する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadHndDestroy()、OCIThreadHndInit()
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スレッド管理関数
OCIThreadHndDestroy()

用途用途用途用途
スレッド・ハンドルの破棄および割当て解除を行います。

構文構文構文構文
sword OCIThreadHndDestroy ( dvoid            *hndl, 
                            OCIError         *err, 
                            OCIThreadHandle  **thnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

thnd (IN/OUT)
破棄するスレッド・ハンドルへのポインタのアドレスです。

コメントコメントコメントコメント
thndは、OCIThreadHndInit()を使用して初期化する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadHandleGet()、OCIThreadHndInit()
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スレッド管理関数
OCIThreadHndInit()

用途用途用途用途
スレッド・ハンドルの割当ておよび初期化を行います。

構文構文構文構文
sword OCIThreadHndInit ( dvoid           *hndl, 
                         OCIError        *err,
                         OCIThreadHandle **thnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

thnd (OUT)
初期化するスレッド・ハンドルへのポインタのアドレスです。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadHandleGet()、OCIThreadHndDestroy()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdDestroy()

用途用途用途用途
スレッド IDの破棄および割当て解除を行います。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdDestroy (dvoid        *hndl,
                          OCIError     *err,
                          OCIThreadId  **tid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid (IN/OUT)
破棄するスレッド IDへのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
tidは、OCIThreadIdInit()を使用して初期化する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、OCIThreadIdSame()、
OCIThreadIdSet()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdGet()

用途用途用途用途
コールされるスレッドの OCIThreadIdを取り出します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdGet ( dvoid        *hndl,
                       OCIError     *err, 
                       OCIThreadId  *tid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid (OUT)
コール側スレッドの IDを配置する場所をポイントする必要があります。

コメントコメントコメントコメント
tidは、OCIThreadIdInit()を使用して初期化する必要があります。OCIThreadが単一スレッ
ド環境で使用された場合は、tidによってポイントされている場所に、OCIThreadIdGet()に
よって常に同じ値が配置されます。正確な値であることも重要ですが、この値が NULLス
レッド IDとは異なり、常に同じ値であるということが重要です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、OCIThreadIdSame()、
OCIThreadIdSet()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdInit()

用途用途用途用途
スレッド ID tidの割当ておよび初期化を行います。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdInit ( dvoid        *hndl,
                        OCIError     *err, 
                        OCIThreadId  **tid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid (OUT)
初期化するスレッド IDへのポインタです。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdNull()、OCIThreadIdSame()、
OCIThreadIdSet()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdNull()

用途用途用途用途
特定の OCIThreadIdが NULLスレッド IDかどうかを判断します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdNull ( dvoid        *hndl, 
                        OCIError     *err, 
                        OCIThreadId  *tid, 
                        boolean      *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid (IN)
チェックする OCIThreadIdへのポインタです。

result (IN/OUT)
結果へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
tidが NULLスレッド IDの場合は、resultは TRUEに設定されます。 それ以外の場合は、
resultは FALSEに設定されます。tidは OCIThreadIdInit()で初期化する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdSame()、
OCIThreadIdSet()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdSame()

用途用途用途用途
2つの OCIThreadIdが同じスレッドを表しているかどうかを判断します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdSame ( dvoid         *hndl, 
                        OCIError      *err,
                        OCIThreadId   *tid1, 
                        OCIThreadId   *tid2, 
                        boolean       *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid1 (IN)
最初の OCIThreadIdへのポインタです。

tid2 (IN)
2番目の OCIThreadIdへのポインタです。

result (IN/OUT)
結果へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
tid1および tid2が同じスレッドを表す場合は、resultは TRUEに設定されます。 それ以外の
場合は、resultは FALSEに設定されます。tid1および tid2の両方が NULLスレッド IDであ
る場合は TRUEに設されます。ti1dおよび tid2は、OCIThreadIdInit()で初期化する必要があ
ります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSet()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdSet()

用途用途用途用途
OCIThreadIdを別の OCIThreadIdに設定します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdSet ( dvoid        *hndl,
                       OCIError     *err,
                       OCIThreadId  *tidDest, 
                       OCIThreadId  *tidSrc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tidDest (OUT)
設定後の OCIThreadId の場所をポイントする必要があります。

tidSrc (IN)
設定前の OCIThreadIdをポイントする必要があります。

コメントコメントコメントコメント
tidは、OCIThreadIdInit()を使用して初期化する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSame()、OCIThreadIdSetNull()
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スレッド管理関数
OCIThreadIdSetNull()

用途用途用途用途
特定の OCIThreadIdに NULLスレッド IDを設定します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadIdSetNull ( dvoid        *hndl,
                           OCIError     *err, 
                           OCIThreadId  *tid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tid (OUT)
NULLスレッド IDを設定する OCIThreadIdをポイントする必要があります。

コメントコメントコメントコメント
tidは、OCIThreadIdInit()を使用して初期化する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSame()、OCIThreadIdSet()
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スレッド管理関数
OCIThreadInit()

用途用途用途用途
OCIThreadコンテキストを初期化します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadInit ( dvoid     *hndl,
                      OCIError  *err );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
戻されたポインタによってポイントされているメモリーを、OCIThreadクライアントから検
査しないでください。同時に OCIThreadInit()コールを実行してください。
OCIThreadProcessInit()と異なり、他のコールより先に初期コールを行う必要はありません。

OCIThreadInit()の 1回目のコールでは、OCIスレッド・コンテキストが初期化されます。ま
た、そのコンテキストへのポインタを、システム情報も含めて保存します。2回目以降の
OCIThreadInit()コールでは、同じコンテキストが戻されます。

各 OCIThreadInit()コールは、結果的に OCIThreadTerm()コールに合致する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadTerm()
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スレッド管理関数
OCIThreadIsMulti()

用途用途用途用途
アプリケーションがマルチスレッド環境と単一スレッド環境のどちらで動作しているかを、
コール側に伝えます。

構文構文構文構文
boolean OCIThreadIsMulti ( );

戻り値戻り値戻り値戻り値
TRUE - 環境がマルチスレッドの場合。

FALSE - 環境が単一スレッドの場合。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSame()、OCIThreadIdSet()
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スレッド管理関数
OCIThreadJoin()

用途用途用途用途
コール側スレッドが別のスレッドと結合できるようにします。

構文構文構文構文
sword OCIThreadJoin ( dvoid            *hndl,
                      OCIError         *err, 
                      OCIThreadHandle  *tHnd );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

tHnd (IN)
結合するスレッドの OCIThreadHandleです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、指定されたスレッドが終了するまでコール側をブロックします。

tHndは、OCIThreadHndInit()を使用して初期化する必要があります。複数のスレッドをすべ
て同一のスレッドに結合した場合、結果は保証されていません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSame()、OCIThreadIdSet()
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スレッド管理関数
OCIThreadKeyDestroy()

用途用途用途用途
keyによってポイントされているキーの破棄および割当て解除を行います。

構文構文構文構文
sword OCIThreadKeyDestroy ( dvoid         *hndl,
                            OCIError      *err, 
                            OCIThreadKey  **key );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

key (IN/OUT)
キーを破棄する OCIThreadKeyです。

コメントコメントコメントコメント
キー作成ルーチンに渡されるデストラクタ関数のコールバックとは異なります。この新しい
破棄関数 OCIThreadKeyDestroy()は、keyを作成したときに、OCI THREADによって取得さ
れたリソースの終了に使用します。OCIThreadKeyInit() の OCIThreadKeyDestFuncコールバッ
クは、キー値のデストラクタです。キー自体の操作は行いません。

この関数は、キーの使用が終了したときにコールする必要があります。キー破棄関数をコー
ルしないと、メモリー・リークが発生する可能性があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadKeyGet()、OCIThreadKeyInit()、OCIThreadKeySet()
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スレッド管理関数
OCIThreadKeyGet()

用途用途用途用途
キーに対してコール側スレッドのカレント値を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadKeyGet ( dvoid         *hndl, 
                        OCIError      *err, 
                        OCIThreadKey  *key, 
                        dvoid         **pValue );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

key (IN)
キーです。

pValue (IN/OUT)
スレッド固有のキー値を配置する場所です。

コメントコメントコメントコメント
OCIThreadKeyInit()を使用して作成されなかったキーに対して、この関数は使用しないでく
ださい。

コール側スレッドからキーに値が割り当てられていない場合は、pValueによってポイントさ
れている場所に NULLが配置されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadKeyDestroy()、OCIThreadKeyInit()、OCIThreadKeySet()
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スレッド管理関数
OCIThreadKeyInit()

用途用途用途用途
キーを作成します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadKeyInit (dvoid                 *hndl, 
                        OCIError              *err,
                        OCIThreadKey          **key,
                        OCIThreadKeyDestFunc  destFn );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

key (OUT)
新しいキーの作成を行う OCIThreadKeyです。

destFn (IN)
キーのデストラクタです。NULLが許可されています。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンをコールするたびに、他のキーと異なる新しいキーの割当ておよび生成が行わ
れます。この関数が正常に実行されると、割当ておよび初期化が行われたキーへのポインタ
が戻されます。このキーは、OCIThreadKeyGet() および OCIThreadKeySet()とともに使用しま
す。すべてのスレッドで、このキーの初期値は NULLです。

この関数を、keyパラメータに同じ値を指定して、複数回コールしないでください。

destFnパラメータがNULL以外の場合は、キーの値が NULL以外のスレッドが終了するた
びに、destFn よってポイントされているルーチンがコールされます。そのルーチンがコール
されるときのパラメータは、1つです。そのパラメータは、スレッド終了時のそのスレッド
に対するキーの値です。キーにデストラクタ関数が必要ない場合は、destFnにNULLを渡し
ます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadKeyDestroy()、OCIThreadKeyGet()、OCIThreadKeySet()
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スレッド管理関数
OCIThreadKeySet()

用途用途用途用途
キーに対してコール側スレッドの値を設定します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadKeySet ( dvoid          *hndl,
                        OCIError       *err, 
                        OCIThreadKey   *key,
                        dvoid          *value );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

key (IN/OUT)
キーです。

value (IN)
キーに設定するスレッド固有の値です。

コメントコメントコメントコメント
OCIThreadKeyInit()を使用して作成されなかったキーに対して、この関数は使用しないでく
ださい。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadKeyDestroy()、OCIThreadKeyGet()、OCIThreadKeyInit()
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スレッド管理関数
OCIThreadMutexAcquire()

用途用途用途用途
コールが行われたスレッドに対してmutexを取得します。 

構文構文構文構文
sword OCIThreadMutexAcquire ( dvoid           *hndl,
                              OCIError        *err, 
                              OCIThreadMutex  *mutex );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

mutex (IN/OUT)
取得するmutexです。

コメントコメントコメントコメント
mutexが別のスレッドによって保持されている場合は、mutexが取得できるまでコール側ス
レッドはブロックされます。

初期化されていないmutexは取得しないでください。 

スレッドによってすでに保持されているmutexを取得するときに、この関数が使用されるか
どうかは定義されていません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadMutexDestroy()、OCIThreadMutexInit()、OCIThreadMutexRelease()
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OCIThreadMutexDestroy()

用途用途用途用途
mutexの破棄および割当て解除を行います。 

構文構文構文構文
sword OCIThreadMutexDestroy ( dvoid          *hndl, 
                              OCIError       *err, 
                              OCIThreadMutex **mutex );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

mutex (IN/OUT)
破棄するmutexです。

コメントコメントコメントコメント
各mutexは、不要になったら破棄する必要があります。

初期化されていないmutex、またはスレッドに現在保持されているmutexを破棄しないで
ください。mutexの破棄は、そのmutexに対する他の操作と同時に行わないでください。
また、mutexの破棄後は、そのmutexを使用しないでください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadMutexAcquire()、OCIThreadMutexInit()、OCIThreadMutexRelease()
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スレッド管理関数
OCIThreadMutexInit()

用途用途用途用途
mutexの割当ておよび初期化を行います。 

構文構文構文構文
sword OCIThreadMutexInit ( dvoid           *hndl,
                           OCIError        *err, 
                           OCIThreadMutex  **mutex );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

mutex (OUT)
初期化するmutexです。

コメントコメントコメントコメント
すべてのmutexは、使用する前に初期化する必要があります。

複数のスレッドから同時に 1つのmutexを初期化しないでください。また、mutexは、破
棄されるまで初期化し直さないでください（OCIThreadMutexDestroy()を参照）。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadMutexDestroy()、OCIThreadMutexAcquire()、OCIThreadMutexRelease()
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スレッド管理関数
OCIThreadMutexRelease()

用途用途用途用途
mutexを解放します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadMutexRelease ( dvoid           *hndl,
                              OCIError        *err, 
                              OCIThreadMutex  *mutex );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

mutex (IN/OUT)
解放するmutexです。

コメントコメントコメントコメント
mutexにブロックされているスレッドが存在する場合は、スレッドの 1つがmutexを取得
し、スレッドのブロックが解除されます。

初期化されていないmutexを解放しないでください。また、スレッドから、そのスレッドが
保持していないmutexを解放しないでください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadMutexDestroy()、OCIThreadMutexInit()、OCIThreadMutexAcquire()
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スレッド管理関数
OCIThreadProcessInit()

用途用途用途用途
OCIThreadプロセスの初期化を実行します。

構文構文構文構文
void OCIThreadProcessInit ( );

コメントコメントコメントコメント
この関数をコールする必要があるかどうかは、OCI Threadの使用方法によって決まります。

単一スレッド・アプリケーションでは、この関数はコールする必要はありません。コールす
る場合は、1回目のコールは、その他の OCIThread関数よりも先に行う必要があります。2
回目以降のコールには制限はありません。コールしても何も処理されません。

マルチスレッド・アプリケーションでは、この関数は必ずコールする必要があります。1回
目のコールは、その他の OCIThreadコールより先に行う必要があります。1回目のコールと
同時に、他の OCIThread関数のコール（このコールも含みます）を行うことはできません。

2回目以降のコールには制限はありません。コールしても何も処理されません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadIdDestroy()、OCIThreadIdGet()、OCIThreadIdInit()、OCIThreadIdNull()、
OCIThreadIdSame()、OCIThreadIdSet()
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スレッド管理関数
OCIThreadTerm()

用途用途用途用途
OCIThreadコンテキストを解放します。

構文構文構文構文
sword OCIThreadTerm ( dvoid     *hndl, 
                      OCIError  *err );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーが発生して OCI_ERRORが戻された場合は、エラーは
errに記録され、OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、OCIThreadInit()への各コールに対して 1回のみコールする必要があります。

同時に OCIThreadTerm()コールを行ってください。OCIThreadTerm()のコール回数が
OCIThreadInit()のコール回数と異なる場合は、処理は行われません。コール回数が同じとき
は、OCIThread層を終了し、コンテキストに割り当てられていたメモリーを解放します。こ
の操作の後に、そのコンテキストは再使用しないでください。OCIThreadInit()をコールして
新しいコンテキストを取得する必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIThreadInit()
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トランザクション関数
トランザクション関数トランザクション関数トランザクション関数トランザクション関数
この項では、トランザクション関数について説明します。

表表表表 15-9  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCITransCommit() サービス・コンテキスト上のトランザクションをコミットします。 15-198ページ

OCITransDetach() サービス・コンテキストからトランザクションを連結解除します。 15-201ページ

OCITransForget() 準備したグローバル・トランザクションを放棄します。 15-202ページ

OCITransMultiPrepare() 単一セルに複数のブランチがあるトランザクションを準備します。 15-203ページ

OCITransPrepare() グローバル・トランザクションをコミットのために準備します。 15-204ページ

OCITransRollback() トランザクションをロールバックします。 15-205ページ

OCITransStart() サービス・コンテキスト上のトランザクションを開始します。 15-206ページ
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トランザクション関数
OCITransCommit()

用途用途用途用途
指定のサービス・コンテキストに対応付けられたトランザクションをコミットします。

構文構文構文構文
sword OCITransCommit ( OCISvcCtx    *svchp,
                       OCIError     *errhp,
                       ub4          flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

flags (IN)
グローバル・トランザクションの 1フェーズ・コミットを最適化するためのフラグです。 

トランザクションが分散型ではない場合、flagsパラメータは無視され、その値として
OCI_DEFAULTを渡すことができます。2フェーズ・コミットでは、グローバル・トランザ
クションを管理している OCIアプリケーションは、flagsに対して値
OCI_TRANS_TWOPHASEを渡す必要があります。デフォルトは 1フェーズ・コミットで
す。

コメントコメントコメントコメント
サービス・コンテキストに現在対応付けられているトランザクションをコミットします。 ト
ランザクションがサーバーによるコミットが不可能なグローバル・トランザクションである
場合、このコールは、トランザクションの状態をデータベースから取り出し、エラー・ハン
ドルを使用してユーザーに戻します。

複数のトランザクションを定義している場合、この関数は、サービス・コンテキストに現在
対応付けられているトランザクションを処理します。データベースの変更時に作成される暗
黙ローカル・トランザクションのみを処理している場合は、その暗黙トランザクションがコ
ミットされます。

アプリケーションをオブジェクト・モードで実行している場合、このトランザクションに対
してオブジェクト・キャッシュで変更または更新されたオブジェクトもフラッシュされ、コ
ミットされます。

正常な状況では、OCITransCommit()は、トランザクションがコミットされたかロールバッ
クされたかを示す状態を戻します。グローバル・トランザクションでは、トランザクション
がインダウトの状態、つまり、コミットも異常終了もされていない状態の場合もあり得ま
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トランザクション関数
す。 この場合、OCITransCommit()は、トランザクションの状態をサーバーから取り出しま
す。 そのステータスが戻ります。

例例例例
次の例は、8-3ページの「単純なローカル・トランザクション」に記述されている単純な
ローカル・トランザクションの使用方法を説明しています。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCIStmt *stmthp;
  dvoid     *tmp;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, (size_t)0, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                (size_t)0, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                (size_t)0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                (size_t)0, (dvoid **) &tmp);

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);

  OCILogon(envhp, errhp, &svchp, "SCOTT", strlen("SCOTT"), 
                 "TIGER", strlen("TIGER"), 0, 0);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
  OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
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トランザクション関数
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary again, but rollback */
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
  OCITransRollback(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransRollback()
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トランザクション関数
OCITransDetach()

用途用途用途用途
トランザクションの連結を解除します。

構文構文構文構文
sword OCITransDetach ( OCISvcCtx    *svchp,
                       OCIError     *errhp,
                       ub4          flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTの値を渡す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
サービス・コンテキスト・ハンドルからグローバル・トランザクションを連結解除します。 
このコールが終了した時点で、サービス・コンテキスト・ハンドルに現在連結されているト
ランザクションが非活動状態になります。 このトランザクションは、後で OCITransStart()を
コールしながら OCI_TRANS_RESUMEのフラグ値を指定するときに再開できます。

トランザクションの連結が解除されると、トランザクションの開始時に OCITransStart()の
タイムアウト・パラメータに指定された値を使用して、サーバーの PMONプロセスによっ
て削除されるまでブランチを非活動状態にしておける時間が判断されます。

注意注意注意注意 :  トランザクションが同一の許可を持っている場合、トランザクションはその連結
を解除したプロセス以外のプロセスによっても再開できます。トランザクションが実際
に開始される前にこの関数がコールされると、この関数は空命令になります。

OCITransDetach()の使用方法を説明するコード例については、OCITransStart()の説明を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransStart()
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OCITransForget()

用途用途用途用途
完了したグローバル・トランザクションをサーバーに放棄させます。

構文構文構文構文
sword OCITransForget ( OCISvcCtx     *svchp, 
                       OCIError      *errhp,
                       ub4           flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
トランザクションが常駐するサービス・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTを渡す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
完了したグローバル・トランザクションを放棄します。サーバーにより、システムの保留ト
ランザクション表からトランザクションの状態が削除されます。

放棄されるトランザクションの XIDをトランザクション・ハンドルの属性として設定します
（OCI_ATTR_XID）。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransCommit()、OCITransRollback()
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OCITransMultiPrepare() 

用途用途用途用途
単一セルに複数のブランチがあるトランザクションを準備します。

構文構文構文構文
sword OCITransMultiPrepare ( OCISvcCtx   *svchp, 
                             ub4         numBranches, 
                             OCITrans    **txns, 
                             OCIError    **errhp);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

srvcp (IN) 
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

numBranches (IN)
ブランチの数を指定します。 この値は、次の 2つのパラメータの配列サイズでもあります。

txns (IN)
準備するブランチのトランザクション・ハンドルの配列です。 これらにはすべて
OCI_ATTR_XIDが設定されます。 グローバル・トランザクション IDは同じにしてくださ
い。

errhp (IN)
エラー・ハンドルの配列です。 OCI_SUCCESSが戻されない場合、このパラメータによって
どのブランチがどのエラーを受信したか示されます。

コメントコメントコメントコメント
指定のグローバル・トランザクションをコミットできるように準備します。 このコールは、
分散トランザクションに対してのみ有効です。 このコールは、コール側がトランザクション
ですべてのブランチを準備する場合に限り使用するパフォーマンス拡張機能です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransPrepare()
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OCITransPrepare()

用途用途用途用途
トランザクションをコミットできるように準備します。

構文構文構文構文
sword OCITransPrepare ( OCISvcCtx    *svchp, 
                        OCIError     *errhp,
                        ub4          flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTを渡す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
指定のグローバル・トランザクションをコミットできるように準備します。

このコールは、グローバル・トランザクションに対してのみ有効です。

このコールは、トランザクションが変更されていない場合は OCI_SUCCESS_WITH_INFO
を戻します。エラー・ハンドルは、トランザクションが 読取り専用であることを示します。 
flagsパラメータは、現在使用されていません。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransCommit()、OCITransForget()
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OCITransRollback()

用途用途用途用途
カレント・トランザクションをロールバックします。

構文構文構文構文
sword OCITransRollback ( dvoid        *svchp, 
                         OCIError     *errhp,
                         ub4          flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 サービス・コンテキスト・ハンドル内に現在設定
されているトランザクションがロールバックされます。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

flags (IN)
このパラメータ用に OCI_DEFAULTの値を渡す必要があります。

コメントコメントコメントコメント
カレント・トランザクション（最後の OCITransCommit()、または OCISessionBegin()以降に
実行された一連の文として定義されます）がロールバックされます。

アプリケーションがオブジェクト・モードで実行されている場合は、このトランザクション
で修正または更新されたオブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトも同様にロールバック
されます。

現在アクティブでないグローバル・トランザクションをロールバックしようとすると、エ
ラーになります。

例例例例
OCITransRollback()の使用方法を説明するコード例については、OCITransCommit()の説明を
参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransCommit()
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OCITransStart()

用途用途用途用途
トランザクションの開始を設定します。

構文構文構文構文
sword OCITransStart ( OCISvcCtx    *svchp, 
                      OCIError     *errhp, 
                      uword        timeout,
                      ub4          flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 flagsパラメータに新規トランザクションの開始が
指定されている場合は、このコールの終了時点で、サービス・コンテキスト・ハンドル内の
トランザクション・コンテキストが初期化されます。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

timeout (IN)
OCI_TRANS_RESUMEが指定されたときに、トランザクションが再開できるようになるま
で待機する時間（秒）です。 OCI_TRANS_NEWが指定されたときは、非活動状態が
timeoutパラメータの指示する秒数続いたトランザクションは、システムによって自動的に
中止されます。 トランザクションは、OCITransDetach()により連結解除されたときから、
OCITransStart()によって再開されるまでの間は非活動状態にあります。

flags (IN)
新規トランザクションが開始中か、または既存のトランザクションが再開中であるかを指定
します。シリアライズ可能または読取り専用ステータスも指定します。 複数の値を指定でき
ます。デフォルトでは、読取りトランザクションまたは書込みトランザクションが開始され
ます。 フラグ値には次のものがあります。

� OCI_TRANS_NEW - 新規トランザクション・ブランチを開始します。 デフォルトでは、
密結合された移行可能なブランチが開始されます。

� OCI_TRANS_TIGHT - 密結合ブランチを明示的に指定します。

� OCI_TRANS_LOOSE - 疎結合ブランチを指定します。

� OCI_TRANS_RESUME - 既存のトランザクション・ブランチを再開します。 

� OCI_TRANS_READONLY - 読取り専用トランザクションを開始します。

� OCI_TRANS_SERIALIZABLE - シリアライズ可能トランザクションを開始します。
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コメントコメントコメントコメント
この関数は、グローバルまたはシリアライズ可能トランザクションの開始を設定します。 
flagsパラメータに新規トランザクションの開始が指定されている場合は、このコールの終
了時点で、サービス・コンテキスト・ハンドルに現在対応付けられているトランザクショ
ン・コンテキストが初期化されます。

トランザクションの XIDがトランザクション・ハンドルの属性として設定されます
（OCI_ATTR_XID）。

例例例例
次の例では、OCIトランザクション・コールを使用してグローバルなトランザクションを操
作する方法を説明します。

例例例例 1
この例では、様々なブランチで動作するシングル・セッションを示します。この概念につい
ては、8-6ページの図 8-2「複数のブランチ操作のセッション」を参照してください。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIStmt *stmthp1, *stmthp2;
  OCITrans *txnhp1, *txnhp2;
  dvoid     *tmp;
  XID gxid;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                52, (dvoid **) &tmp);
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  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp1, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp2, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);

  /* set the external name and internal name in server handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "demo", 0,
                  OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "txn demo", 0,
                          OCI_ATTR_INTERNAL_NAME, errhp);

  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"scott", 
             (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"tiger", 
             (ub4)strlen("tiger"),OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
                (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* allocate transaction handle 1 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp1,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1;

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp1, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 1 with 60 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 60, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
15-208 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



トランザクション関数
  OCIStmtPrepare(stmthp1, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* allocate transaction handle 2 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp2,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 124, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 124 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 4;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1; 

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp2, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 2 with 90 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 90, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7934, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7934");
  OCIStmtPrepare(stmthp2, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp2, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* Resume transaction 1, increment salary and commit it */
  /* Set transaction handle 1 into the service handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* attach to transaction 1, wait for 10 seconds if the transaction is busy */
  /* The wait is clearly not required in this example because no other      */
  /* process/thread is using the transaction. It is only for illustration    */
  OCITransStart(svchp, errhp, 10, OCI_TRANS_RESUME);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp1, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);

  /* attach to transaction 2 and commit it */
  /* set transaction handle2 into the service handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
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                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

例例例例 2
この例では、同一のトランザクションを共有する複数のブランチ上で動作するシングル・
セッションについて説明します。

int main()
{
  OCIEnv *envhp;
  OCIServer *srvhp;
  OCIError *errhp;
  OCISvcCtx *svchp;
  OCISession *usrhp;
  OCIStmt *stmthp;
  OCITrans *txnhp1, *txnhp2;
  dvoid     *tmp;
  XID gxid;
  text sqlstmt[128];

  OCIInitialize((ub4) OCI_OBJECT, (dvoid *)0,  (dvoid * (*)()) 0,
             (dvoid * (*)()) 0,  (void (*)()) 0 );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) NULL, (dvoid **) &envhp, (ub4) OCI_HTYPE_ENV,
             0, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIEnvInit( &envhp, (ub4) OCI_DEFAULT, 21, (dvoid **) &tmp  );
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &errhp, (ub4) OCI_HTYPE_ERROR,
                52, (dvoid **) &tmp);
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &srvhp, (ub4) OCI_HTYPE_SERVER,
                52, (dvoid **) &tmp);
  
  OCIServerAttach( srvhp, errhp, (text *) 0, (sb4) 0, (ub4) OCI_DEFAULT);
  
  OCIHandleAlloc( (dvoid *) envhp, (dvoid **) &svchp, (ub4) OCI_HTYPE_SVCCTX,
                52, (dvoid **) &tmp);

  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&stmthp, OCI_HTYPE_STMT, 0, 0);

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)srvhp, 0,
                  OCI_ATTR_SERVER, errhp);

  /* set the external name and internal name in server handle */
  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "demo", 0,
                  OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME, errhp);
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  OCIAttrSet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER, (dvoid *) "txn demo2", 0,
                          OCI_ATTR_INTERNAL_NAME, errhp);

  /* allocate a user context handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&usrhp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION,
                (size_t) 0, (dvoid **) 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"scott", 
             (ub4)strlen("scott"), OCI_ATTR_USERNAME, errhp);
  OCIAttrSet((dvoid *)usrhp, (ub4)OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *)"tiger", 
             (ub4)strlen("tiger"),OCI_ATTR_PASSWORD, errhp);
  
  OCISessionBegin (svchp, errhp, usrhp, OCI_CRED_RDBMS, 0);
  
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX,
                (dvoid *)usrhp, (ub4)0, OCI_ATTR_SESSION, errhp);

  /* allocate transaction handle 1 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp1,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);

  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 1] */
  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 1 */
  gxid.data[3] = 1;

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp1, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 1 with 60 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 60, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  sprintf((char *)sqlstmt, "UPDATE EMP SET SAL = SAL + 1 WHERE EMPNO = 7902");
  OCIStmtPrepare(stmthp, errhp, sqlstmt, strlen(sqlstmt), OCI_NTV_SYNTAX, 0);
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* allocate transaction handle 2 and set it in the service handle */
  OCIHandleAlloc((dvoid *)envhp, (dvoid **)&txnhp2,  OCI_HTYPE_TRANS, 0, 0);
  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
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  /* start a transaction with global transaction id = [1000, 123, 2] */
  /* The global transaction will be tightly coupled with earlier transaction */
  /* There is not much practical value in doing this but the example */
  /* illustrates the use of tightly-coupled transaction branches */
  /* In a practical case the second transaction that tightly couples with */
  /* the first can be executed from a different process/thread */

  gxid.formatID = 1000; /* format id = 1000 */
  gxid.gtrid_length = 3; /* gtrid = 123 */
  gxid.data[0] = 1; gxid.data[1] = 2; gxid.data[2] = 3;
  gxid.bqual_length = 1; /* bqual = 2 */
  gxid.data[3] = 2; 

  OCIAttrSet((dvoid *)txnhp2, OCI_HTYPE_TRANS, (dvoid *)&gxid, sizeof(XID),
                          OCI_ATTR_XID, errhp);

  /* start global transaction 2 with 90 second time to live when detached */
  OCITransStart(svchp, errhp, 90, OCI_TRANS_NEW);

  /* update scott.emp empno=7902, increment salary */
  /* This is possible even if the earlier transaction has locked this row */
  /* because the two global transactions are tightly coupled */
  OCIStmtExecute(svchp, stmthp, errhp, 1, 0, 0, 0, 0);

  /* detach the transaction */
  OCITransDetach(svchp, errhp, 0);

  /* Resume transaction 1 and prepare it. This will return */
  /* OCI_SUCCESS_WITH_INFO because all branches except the last branch */
  /* are treated as read-only transactions for tightly-coupled transactions */ 

  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp1, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  if (OCITransPrepare(svchp, errhp, (ub4) 0) == OCI_SUCCESS_WITH_INFO)
  {
    text errbuf[512];
    ub4 buflen;
    sb4 errcode;

    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
    errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("OCITransPrepare - %s\n", errbuf);
  }

  /* attach to transaction 2 and commit it */
  /* set transaction handle2 into the service handle */
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  OCIAttrSet((dvoid *)svchp, OCI_HTYPE_SVCCTX, (dvoid *)txnhp2, 0,
                          OCI_ATTR_TRANS, errhp);
  OCITransCommit(svchp, errhp, (ub4) 0);
}

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITransDetach()
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その他の関数その他の関数その他の関数その他の関数
この項では、その他の OCI関数について説明します。

表表表表 15-10  OCIクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンスクイック・リファレンス 

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIBreak() 即時非同期ブレークを実行します。 15-215ページ

OCIErrorGet() エラーを戻します。 15-216ページ

OCILdaToSvcCtx() Lda_Defをサービス・コンテキスト・ハンドルに切り替えます。 15-218ページ

OCIPasswordChange() パスワードを変更します。 15-219ページ

OCIReset() OCIBreak()の後にコールされて非同期操作およびプロトコルをリ
セットします。

15-221ページ

OCIServerVersion() Oracleバージョン文字列を取得します。 15-222ページ

OCISvcCtxToLda() サービス・コンテキスト・ハンドルを Lda_Defに切り替えます。 15-223ページ

OCIUserCallbackGet() ハンドルに対して登録されたコールバックを識別します。 15-224ページ

OCIUserCallbackRegister() ユーザー作成コールバック関数を登録します。 15-226ページ
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OCIBreak()

用途用途用途用途
このコールにより、サーバーに対応付けられて現在実行中である OCI関数は即時（非同期）
中止します。

構文構文構文構文
sword OCIBreak ( dvoid      *hndlp,
                 OCIError   *errhp);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
このコールにより、サーバーに対応付けられて現在実行中である OCI関数は即時（非同期）
中止します。これは通常、サーバーで長時間実行されている処理中の OCIコールを停止する
ために使用します。

このコールは、中止させる関数を識別するためのパラメータとして、サービス・コンテキス
ト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドルを取得できます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIReset()
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OCIErrorGet()

用途用途用途用途
与えられたバッファ内のエラー・メッセージと Oracleエラーを戻します。

構文構文構文構文
sword OCIErrorGet ( dvoid      *hndlp, 
                    ub4        recordno,
                    text       *sqlstate,
                    sb4        *errcodep, 
                    text       *bufp,
                    ub4        bufsiz,
                    ub4        type );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN)
エラー・ハンドルまたは環境ハンドル（OCIEnvInit()および OCIHandleAlloc()に対するエ
ラー用）です。エラー・ハンドルの場合がほとんどです。

recordno (IN)
アプリケーションが情報を検索する検索先の状態レコードを示します。 1から始まります。

sqlstate (OUT)
Oracle8i OCIではサポートされていません。

errcodep (OUT)
Oracleエラーが戻されます。

bufp (OUT)
エラー・メッセージ・テキストが戻されます。

bufsiz (IN)
エラー・メッセージの取得に使用するバッファのサイズです。

type (IN)
ハンドルのタイプ（OCI_HTYPE_ERRまたは OCI_HTYPE_ENV）です。

コメントコメントコメントコメント
与えられたバッファ内のエラー・メッセージと Oracleエラー・コードを戻します。 SQL状態
はサポートしていません。 この関数は、1つのエラーに対して複数の診断レコードがある場
合は、複数回コールできます。

エラー・ハンドルは、最初は OCIHandleAlloc()のコールで割り当てられます。
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例例例例
次のコード例は、エラー処理ルーチンで OCIErrorGet()を使用する方法の例です。 このルー
チンは、OCI関数から戻されるステータス・コードの型を出力し、エラーが発生した場合
は、OCIErrorGet()を使用して、出力するメッセージのテキストを取り出します。

static void checkerr(errhp, status)
OCIError *errhp;
sword status;
{ text errbuf[512];
  ub4 buflen;
  ub4 errcode;
switch (status)
{ case OCI_SUCCESS:
    break;
  case OCI_SUCCESS_WITH_INFO:
    printf("ErrorOCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");
    break;
  case OCI_NEED_DATA:
    printf("ErrorOCI_NEED_DATA\n");
    break;
  case OCI_NO_DATA:
    printf("ErrorOCI_NO_DATA\n");
    break;
  case OCI_ERROR:
    OCIErrorGet ((dvoid *) errhp, (ub4) 1, (text *) NULL, &errcode,
            errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), (ub4) OCI_HTYPE_ERROR);
    printf("Error%s\n", errbuf);
    break;
  case OCI_INVALID_HANDLE:
    printf("ErrorOCI_INVALID_HANDLE\n");
    break;
  case OCI_STILL_EXECUTING:
    printf("ErrorOCI_STILL_EXECUTE\n");
    break;
  case OCI_CONTINUE:
    printf("ErrorOCI_CONTINUE\n");
    break;
  default:
    break;
  }
}

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIHandleAlloc()
OCIリレーショナル関数 15-217



その他の関数
OCILdaToSvcCtx()

用途用途用途用途
V7の Lda_Defを V8のサービス・コンテキスト・ハンドルに変換します。

構文構文構文構文
sword OCILdaToSvcCtx ( OCISvcCtx  **svchpp,
                       OCIError   *errhp,
                       Lda_Def    *ldap );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchpp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

ldap (IN/OUT)
OCISvcCtxToLda()によりこのサービス・コンテキストから戻された Oracle7ログオン・デー
タ領域（LDA）です。

コメントコメントコメントコメント
Oracle7 Lda_Defを Oracle8i OCIサービス・コンテキスト・ハンドルに変換します。 変換さ
れたサービス・コンテキスト・ハンドルを OCISvcCtxToLda()関数に渡すと、このコールの
逆の変換ができます。

OCILdaToSvcCtx()コールは、OCISvcCtxToLda()から取得した Lda_Defをサービス・コンテ
キスト・ハンドルに戻してリセットする場合に限り使用します。 このコールは、Lda_defを
サービス・コンテキスト・ハンドルに戻して再開された Lda_defを変換する場合には使用で
きません。

サービス・コンテキストが Lda_Defに変換されている場合は、Oracle7のコールしか使用で
きません。Lda_Defをサービス・コンテキストにリセットせずに Oracle8i OCIコールを
行っても実行されません。

サーバー・ハンドルまたはサービス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_IN_V8_MODE
属性により、現行のモードが Oracleリリース 7モードかリリース８モードかをアプリケー
ションで 判断できます。詳細は、付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」を参照してくださ
い。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCISvcCtxToLda()
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OCIPasswordChange()

用途用途用途用途
このコールは、アカウントのパスワードの変更を許可します。

構文構文構文構文
sword OCIPasswordChange ( OCISvcCtx     *svchp,
                          OCIError      *errhp,
                          CONST text    *user_name,
                          ub4           usernm_len,
                          CONST text    *opasswd,
                          ub4           opasswd_len,
                          CONST text    *npasswd,
                          sb4           npasswd_len,
                          ub4           mode );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキストへのハンドルです。 サービス・コンテキスト・ハンドルは初期化さ
れ、サーバー・コンテキスト・ハンドルがそれに対応付けられている必要があります。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

user_name (IN)
ユーザー名を指定します。 これは文字列を指し、その長さは usernm_lenに指定します。 この
パラメータは、サービス・コンテキストがユーザー・セッション・ハンドルを使用して初期
化されている場合は、NULLにしてください。

usernm_len (IN)
user_nameで指定されたユーザー名文字列の長さです。ユーザー名文字列を有効にするには、
usernm_lenは 0（ゼロ）以外にしてください。

opasswd (IN)
ユーザーの旧パスワードを指定します。 これは文字列を示し、その長さは opasswd_lenに指
定されます。

opasswd_len (IN)
opasswdで指定された旧パスワード文字列の長さです。パスワード文字列を有効にするには、
opasswd_lenは 0（ゼロ）以外にしてください。

npasswd (IN)
ユーザーの新しいパスワードを指定します。これは文字列を示し、その長さは npasswd_len
に指定され、パスワード文字列を有効にするには 0（ゼロ）以外にしてください。パスワー
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ド複雑度検証ルーチンがユーザーのプロファイルに指定され、新しいパスワードの複雑度が
検証される場合には、新しいパスワードは検証関数の複雑度要件に合致する必要がありま
す。

npasswd_len (IN)
npasswdで指定された新しいパスワード文字列の長さです。 パスワード文字列を有効にする
には、npasswd_lenは 0（ゼロ）以外にしてください。

mode (IN)
OCI_DEFAULTまたは OCI_AUTH、あるいはその両方に設定できます。OCI_AUTHに設
定すると、次のことが発生します。

� ユーザー・セッション・コンテキストが作成されていない場合は、このコールで作成さ
れ、パスワードが変更されます。 コールが終了しても、ユーザー・セッション・コンテ
キストは消去されません。 ユーザーはログインされたままです。

ユーザー・セッション・コンテキストがすでに作成されている場合は、パスワードの変更の
みが実行され、このフラグによるセッションへの影響はありません。 ユーザーはログインさ
れたままです。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、アカウントのパスワードの変更を許可します。 このコールは
OCISessionBegin()に類似していますが、次の点が異なります。

� ユーザー・セッションがすでに確立されている場合は、旧パスワードを使用しているア
カウントを認証した後、パスワードを新規パスワードに変更します。

� ユーザー・セッションが確立されていない場合は、ユーザー・セッションを確立して旧
パスワードを使用しているアカウントを認証した後、パスワードを新規パスワードに変
更します。

このコールは、アカウントのパスワードが期限切れになり、OCISessionBegin()が、エラー
（ORA-28001）またはパスワードが期限切れであることを示す警告を戻したときに役に立ち
ます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCISessionBegin()
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OCIReset()

用途用途用途用途
割り込まれた非同期操作およびプロトコルをリセットします。非ブロック操作の処理中に
OCIBreakコールが発行された場合に、コールする必要があります。

構文構文構文構文
sword OCIReset ( dvoid      *hndlp,
                 OCIError   *errhp);

コメントコメントコメントコメント
このコールは、非ブロック・モードでのみコールされます。割り込まれた非同期操作および
プロトコルをリセットします。非ブロック操作の処理中に OCIBreakコールが発行された場
合に、コールする必要があります。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp(IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIBreak()
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OCIServerVersion()

用途用途用途用途
Oracle Serverのバージョン文字列を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIServerVersion ( dvoid        *hndlp, 
                         OCIError     *errhp, 
                         text         *bufp,
                         ub4          bufsz
                         ub1          hndltype );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp (IN)
サービス・コンテキスト・ハンドルまたはサーバー・コンテキスト・ハンドルです。

errhp (IN)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。

bufp (IN)
バージョン情報が戻されるバッファです。

bufsz (IN)
バッファの長さです。

hndltype (IN)
関数に渡されたハンドル型です。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、Oracle Serverのバージョン文字列を戻します。 たとえば、アプリケーション
が 8.1.5 SunOSサーバー上で実行されている場合は、バージョン文字列として次のものが戻
ります。

Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCISvcCtxToLda()

用途用途用途用途
V8サービス・コンテキスト・ハンドルを V7 Lda_Defに切り替えます。

構文構文構文構文
sword OCISvcCtxToLda ( OCISvcCtx    *srvhp,
                       OCIError     *errhp,
                       Lda_Def      *ldap );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

svchp (IN/OUT)
サービス・コンテキスト・ハンドルです。 

errhp (IN/OUT)
エラー発生時の診断情報のために OCIErrorGet()に渡すエラー・ハンドルです。 

ldap (IN/OUT)
このコールによって初期化される Oracle7スタイルの OCIコールのためのログオン・データ
領域（LDA）。 

コメントコメントコメントコメント
Oracle8i OCIサービス・コンテキスト・ハンドルと Oracle7 Lda_Defとを切り替えます。

この関数は、サービス・コンテキストが正常に初期化された後でのみコールできます。

サービス・コンテキストは、Lda_Defに変換した後、リリース 7.xの OCIコール（例 : 
obindps()、ofen()）で使用できます。

注意注意注意注意 :  同じサーバー・ハンドルを共有する複数のサービス・コンテキストがある場合、
Oracle7モードは常に 1つのサーバー・コンテキストのみに可能です。

変換された Lda_Defを OCILdaToSvcCtx()関数に渡すと、このコールの逆の変換ができま
す。

サーバー・ハンドルまたはサービス・コンテキスト・ハンドルの OCI_ATTR_IN_V8_MODE
属性により、現行のモードが Oracleリリース 7モードか Oracleリリース８モードかをアプ
リケーションで 判断できます。詳細は、付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」を参照して
ください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCILdaToSvcCtx()
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OCIUserCallbackGet()

用途用途用途用途
ハンドルに対して登録されたコールバックを判断します。

構文構文構文構文
sword OCIUserCallbackGet ( dvoid   *hndlp,
                           ub4   type,
                           dvoid   *ehndlp,
                           ub4   fcode,
                           ub4   when
                           OCIUserCallback (*callbackp)
                                           (/*_ 
                                             dvoid  *ctxp,
                                             dvoid  *hndlp,
                                             ub4  type,
                                             ub4  fcode,
                                             ub1  when,
                                             sword  returnCode,
                                             ub4  *errnop,
                                             va_list arglist
                                            _*/),
                           dvoid   **ctxpp 
                           OCIUcb  *ucbDesc);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp(IN)
typeパラメータによって指定された型のハンドルです。

type (IN)
ハンドル・タイプです。次のハンドル・タイプが有効です。

� OCI_HTYPE_ENV - コールバックは、環境ハンドル上で生成された fcodeによって指定
される関数の、すべてのコールに対して登録されます。

ehndlp (IN) 
OCIエラー・ハンドルまたは環境ハンドルです。エラーがある場合は、ehndlpに記録され、
OCI_ERRORが戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

fcode (IN)
OCI関数の一意の関数コードです。関数コードは、15-230ページの表 15-11「OCI関数コー
ド」のリストを参照してください。

when (IN) 
コールバックがいつ起動されるかを定義します。 次のモードが有効です。
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� OCI_CBTYPE_ENTRY - コールバックは、OCI関数の開始時に起動します。

� OCI_CBTYPE_EXIT - コールバックは、OCI関数の終了前に起動します。

� OCI_UCBTYPE_REPLACE  - このコールバックでOCI_CONTINUE以外が戻された場合
は、次の置換コールバックおよび OCI関数に対する OCIコードはコールされません。 
かわりに、最後のコールバックの処理へ進みます。 このパラメータの詳細は 15-226ペー
ジの「OCIUserCallbackRegister()」を参照してください。

callbackp (OUT)
コールバック関数ポインタへのポインタです。fcode、whenおよび hndlpの値に対して現在登
録されている関数を戻します。コールバックが登録されていない場合は、戻り値は NULLで
す。callbackpのパラメータについては、15-226ページの OCIUserCallbackRegister()の説明を
参照してください。

ctxpp (OUT)
現在登録されているコールバックに対して戻されるコンテキストへのポインタです。

ucbDesc(IN)
OCI指定の記述子です。  この記述子は、環境コールバックで OCIによって渡されます。  こ
の記述子には、コールバックを登録する場合の優先順位が示されます。  ucbDescパラメータ
を NULLとして指定すると、このコールバックの優先順位が一番高くなります。 

パッケージで動的に登録されたユーザー・コールバックとは対照的に、静的に登録された
ユーザー・コールバックでは使用できる ucb記述子がないため、NULL記述子を使用しま
す。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、特定のハンドルに対して登録されているコールバックを検索します。

コールバック関数の使用制限については、9-16ページの「コールバック関数の制限」を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIUserCallbackRegister()
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OCIUserCallbackRegister()

用途用途用途用途
ユーザー作成コールバック関数を登録します。

構文構文構文構文
sword OCIUserCallbackRegister ( dvoid   *hndlp,
                                ub4      type,
                                dvoid   *ehndlp,
                                OCIUserCallback  (callback)
                                                 (/*_ 
                                                    dvoid  *ctxp,
                                                    dvoid  *hndlp,
                                                    ub4  type,
                                                    ub4  fcode,
                                                    ub1  when,
                                                    sword  returnCode,
                                                    ub4  *errnop,
                                                    va_list arglist
                                                 _*/),
                               dvoid    *ctxp,
                               ub4      fcode,
                               ub4      when 
                               OCIUcb   *ucbDesc);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndlp(IN)
typeパラメータによって指定された型のハンドルです。

type (IN)
ハンドル・タイプです。次のハンドル・タイプが有効です。

� OCI_HTYPE_ENV - コールバックは、環境ハンドル上で生成された fcodeによって指定
される関数の、すべてのコールに対して登録されます。

ehndlp (IN)
OCIエラー・ハンドルまたは環境ハンドルです。エラーがある場合は、ehndlpに記録され、
OCI_ERRORが戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。
OCIEnvCallbackでは、エラー・ハンドルを使用することができないので、環境ハンドルは
ehndlpとして渡されます。

callback (IN)
コールバック関数ポインタです。OCIUserCallback関数プロトタイプの変数引数のリスト
は、OCI関数に渡されるパラメータです。OCIUserCallbackの typedefについては、後で説
明します。
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最初のコールバックで OCI_CONTINUE以外が戻された場合、リターン・コードは後続の最
初のコールバックまたは存在する場合は置換コールバックに渡されます。 このコールバック
が最新の最初のコールバックで、置換コールバックがない場合は、OCIコードは実行されて
リターン・コードは無視されます。

置換コールバックが OCI_CONTINUE以外を戻した場合は、後続の置換コールバックおよび
OCIコードは迂回されて最後のコールバックの処理が開始されます。

最後のコールバックから OCI_CONTINUE以外が戻された場合は、OCI関数から戻り値が
戻されます。OCI_CONTINUEが戻された場合は、OCIコードまたは置換コールバック（置
換コールバックが OCI_CONTINUEを戻さずに OCIコードを迂回した場合）の戻り値が
コールから戻されます。 

コールバックに対して NULL値が渡された場合は、when値および指定されたハンドルの
コールバックが削除されます。 これは、NULLの ucbDescを含む指定の ucbDesc値に対する
コールバックを登録解除する方法です。

ctxp (IN)
コールバックのコンテキスト・ポインタです。

fcode (IN)
OCI関数の一意の関数コードです。関数コードは、15-230ページの表 15-11「OCI関数コー
ド」のリストを参照してください。

when (IN) 
コールバックがいつ起動されるかを定義します。 次のモードが有効です。

� OCI_CBTYPE_ENTRY - コールバックは、OCI関数の開始時に起動します。

� OCI_CBTYPE_EXIT - コールバックは、OCI関数の終了前に起動します。

� OCI_UCBTYPE_REPLACE  - このコールバックでOCI_CONTINUE以外が戻された場合
は、次の置換コールバックおよび OCI関数に対する OCIコードはコールされません。 
かわりに、最後のコールバックの処理が開始されます。

ucbDesc(IN)
OCI指定の記述子です。 この記述子は、環境コールバックで OCIによって渡されます。 この
記述子には、コールバックを登録する場合の優先順位が示されます。 ucbDescパラメータを
NULLとして指定すると、このコールバックの優先順位が一番高くなります。 

パッケージで動的に登録されたユーザー・コールバックとは対照的に、静的に登録された
ユーザー・コールバックでは使用できる ucb記述子がないため、NULL記述子を使用しま
す。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、OCI環境にユーザー作成のコールバック関数を登録する場合に使用します。 詳
細は 15-2ページの「ユーザー定義コールバック関数」を参照してください。

このコールバックにより、アプリケーションで次の処理を行うことができます。
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1. デバッグおよびパフォーマンス測定のために OCIコールをトレースします。

2. 選択した OCIコールの後に、前処理または後処理を追加実行します。

3. 指定された関数のコードを、外部キー・データ・ソースで実行するコードに置き換えま
す。

OCIでは、最初のコールバック、置換コールバックおよび最後のコールバックの 3種類の
コールバックがサポートされています。

この 3種類のコールバックは、モード OCI_UCBTYPE_ENTRY、OCI_UCBTYPE_REPLACE
および OCI_UCBTYPE_EXITで識別されます。 

 次の制御フローがあります。

� 最初のコールバックの実行

� 置換コールバックの実行

� OCIコードの実行

� 最後のコールバックの実行

最初のコールバックは、プログラムが OCI関数に入るときに実行されます。

置換コールバックは、最初のコールバック実行の後に実行されます。 置換コールバックから
値 OCI_CONTINUEが戻された場合は、後続の置換コールバックまたは通常の OCI固有の
コードが実行されます。 このコールバックから OCI_CONTINUE以外が戻された場合は、後
続の置換コールバックおよび OCIコードは実行されません。

OCI関数が正常に実行された後または置換コールバックから OCI_CONTINUE以外が戻さ
れた後は、プログラムの制御は最後のコールバック（登録されている場合）に移ります。

置換コールバックまたは最後のコールバックから OCI_CONTINUE以外が戻された場合は、
コールバックからのリターン・コードは、対応付けられた OCIコールから戻されます。 

ハンドルに対して登録されているコールバックを検索するには、OCIUserCallbackGet()を使
用します。

OCIUserCallback typedefのプロトタイプは次のとおりです。

typedef sword (*OCIUserCallback) 
           (dvoid   *ctxp,
            dvoid  *hndlp,
            ub4  type,
            ub4  fcode,
            ub4  when,
            sword  returnCode,
            ub4  *errnop,
            va_list arglist
            );

OCIUserCallback関数プロトタイプへのパラメータは次のとおりです。
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ctxp (IN)
登録コールバック関数内で ctxpとして渡されるコンテキストです。

hndlp(IN)
typeパラメータで指定された型のハンドルです。コールバックを起動するためのハンドルで
す。OCI_HTYPE_ENV型以外は使用しないので、環境ハンドル envはここに渡されます。

type (IN)
hndlpに対して登録された型です。次のハンドル・タイプが有効です。

� OCI_HTYPE_ENV - コールバックは、環境ハンドル上で生成された fcodeによって指定
される関数の、すべてのコールに対して登録されます。

fcode (IN)
OCIコールの関数コードです。関数コードは、15-230ページの表 15-11「OCI関数コード」
のリストを参照してください。コールバックは、表 15-11「OCI関数コード」に示されてい
る OCIコールに対してのみ登録できます。

when (IN) 
コールバックの when値です。

returnCode (IN)
直前のコールバックまたは OCIコードからのリターン・コードです。 1回目の最初のコール
バックでは、OCI_SUCCESSが常に渡されます。後続のコールバックでは、OCIコードまた
は前のコールバックからのリターン・コードが渡されます。

errnop (IN/OUT) 
1回目の最初のコールバックをコールすると、*errnopの入力値は 0になります。コールバッ
クにより OCI_CONTINUE以外の値が戻される場合は、*errnopにエラー番号を設定する必
要があります。この値は、OCIコール内に渡されるエラー・ハンドルで設定されます。 

後続のすべてのコールバックの場合は、*errnopの入力値はエラー・ハンドル内のエラー番号
の値です。 このため、前のコールバックから OCI_CONTINUEが戻されなかった場合は、前
のコールバックからの *errnopの出力値はエラー・ハンドル内の値で、この値は後続のコー
ルバックに渡されます。 反対に、前のコールバックによって OCI_CONTINUEが戻された場
合は、エラー・ハンドル内の値はすべてここで渡されます。 

*errnopに Oracle以外のエラー番号が戻された場合は、そのエラー番号に対して
OCIErrorGet()関数から適切なテキストが戻されるように、コールバックを登録する必要が
あります。 

arglist (IN)
これらは引数として渡される、OCIコールへのパラメータです。これらのパラメータは、
va_argを使用して参照を解除する必要があります。ユーザー・コールバックのデモ・プログ
ラムを参照してください。デモ・プログラムのリストについては、付録 B「OCIデモ・プロ
グラム」を参照してください。
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表表表表 15-11  OCI関数コード関数コード関数コード関数コード

# OCIルーチンルーチンルーチンルーチン # OCIルーチンルーチンルーチンルーチン # OCIルーチンルーチンルーチンルーチン

1 OCIInitialize 33 OCITransStart 65 OCIDefineByPos

2 OCIHandleAlloc 34 OCITransDetach 66 OCIBindByPos

3 OCIHandleFree 35 OCITransCommit 67 OCIBindByName

4 OCIDescriptorAlloc 36 （使用されていません。） 68 OCILobAssign

5 OCIDescriptorFree 37 OCIErrorGet 69 OCILobIsEqual

6 OCIEnvInit 38 OCILobFileOpen 70 OCILobLocatorIsInit

7 OCIServerAttach 39 OCILobFileClose 71 OCILobEnableBuffering

8 OCIServerDetach 40 （使用されていません。） 72 OCILobCharSetID

9 （使用されていません。） 41 （使用されていません。） 73 OCILobCharSetForm

10 OCISessionBegin 42 OCILobCopy 74 OCILobFileSetName

11 OCISessionEnd 43 OCILobAppend 75 OCILobFileGetName

12 OCIPasswordChange 44 OCILobErase 76 OCILogon

13 OCIStmtPrepare 45 OCILobGetLength 77 OCILogoff

14 （使用されていません。） 46 OCILobTrim 78 OCILobDisableBuffering

15 （使用されていません。） 47 OCILobRead 79 OCILobFlushBuffer

16 （使用されていません。） 48 OCILobWrite 80 OCILobLoadFromFile

17 OCIBindDynamic 49 （使用されていません。） 81 OCILobOpen

18 OCIBindObject 50 OCIBreak 82 OCILobClose

19 （使用されていません。） 51 OCIServerVersion 83 OCILobIsOpen

20 OCIBindArrayOfStruct 52 （使用されていません。） 84 OCILobFileIsOpen

21 OCIStmtExecute 53 （使用されていません。） 85 OCILobFileExists

22 （使用されていません。） 54 OCIAttrGet 86 OCILobFileCloseAll

23 （使用されていません。） 55 OCIAttrSet 87 OCILobCreateTemporary

24 （使用されていません。） 56 OCIParamSet 88 OCILobFreeTemporary

25 OCIDefineObject 57 OCIParamGet 89 OCILobIsTemporary

26 OCIDefineDynamic 58 OCIStmtGetPieceInfo 90 OCIAQEnq

27 OCIDefineArrayOfStruct 59 OCILdaToSvcCtx 91 OCIAQDeq
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関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIUserCallbackGet()

28 OCIStmtFetch 60 （使用されていません。） 92 OCIReset

29 OCIStmtGetBindInfo 61 OCIStmtSetPieceInfo 93 OCISvcCtxToLda

30 （使用されていません。） 62 OCITransForget 94 OCILobLocatorAssign

31 （使用されていません。） 63 OCITransPrepare 95 （使用されていません。）

32 OCIDescribeAny 64 OCITransRollback 96 OCIAQListen

表表表表 15-11  OCI関数コード（続き）関数コード（続き）関数コード（続き）関数コード（続き）

# OCIルーチンルーチンルーチンルーチン # OCIルーチンルーチンルーチンルーチン # OCIルーチンルーチンルーチンルーチン
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OCIナビゲーショナル関数と型関数ナビゲーショナル関数と型関数ナビゲーショナル関数と型関数ナビゲーショナル関数と型関数

この章では、Oracleデータベース・サーバーから取り出されたオブジェクトをナビゲートす
る OCIナビゲーショナル関数について説明します。さらに、ここには型記述子オブジェクト
（TDO）を取得する関数の説明も含まれています。この章には、次の項があります。

� 概要

� OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数

� OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数

� OCIオブジェクト・ステータス関数の取得

� その他の OCIオブジェクト関数

� OCI確保、PIN解除および解放関数

� OCIタイプ情報アクセス関数
型関数 16-1



概要
概要概要概要概要
オブジェクト・ナビゲーショナル・パラダイムの中では、データは参照によって接続された
オブジェクトの図式として表現されます。 この図式の中のオブジェクトに到達するには、参
照をたどります。OCIは、オブジェクトに対するナビゲーショナル・インタフェースを
Oracle Server内に備えています。 この章では、これらのコールについて説明します。

OCIオブジェクト環境は、OCI_OBJECTモードでアプリケーションが OCIInitialize()をコー
ルすると初期化されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  この章で説明されているコールの使用方法の詳細は、第 10章「OCIオブ
ジェクト・リレーショナル・プログラミング」および第 13章「オブジェクトのキャッ
シュおよび ナビゲーション」を参照してください。

オブジェクト型と存続期間オブジェクト型と存続期間オブジェクト型と存続期間オブジェクト型と存続期間
オブジェクト・インスタンスとは、Oracleデータベースに定義されている型のオカレンスで
す。この項では、OCIでのオブジェクト・インスタンスの記述方法について説明します。
16-3ページの図 16-1を参照してください。OCIでは、オブジェクト・インスタンスは型、
存続期間および参照可能性によって次のように分類されます。

� 永続オブジェクトはオブジェクト型のインスタンスの 1つです。 永続オブジェクトは、
サーバー内の表の行中に常駐し、セッション（接続）の継続時間より長く存在できま
す。 永続オブジェクトは、オブジェクト識別子を格納するオブジェクト参照によって識
別できます。 永続オブジェクトは、そのオブジェクト参照を確保することで取得できま
す。

� 一時オブジェクトはオブジェクト型のインスタンスです。 一時オブジェクトは、セッ
ション（接続）の継続時間より長く存在することはできず、一時的な計算結果を格納し
ます。 一時オブジェクトは、一時オブジェクト識別子を格納する参照によって識別でき
ます。

� 値はユーザー定義型（オブジェクト型またはコレクション型）のインスタンスの 1つで
あるか、組込み Oracle型のいずれかです。 オブジェクトとは異なり、オブジェクト型の
値は、参照ではなくメモリー・ポインタによって識別されます。 

値はスタンドアロン値または埋込み値になります。 スタンドアロン値は、通常選択文を発行
することで取得されます。 OCIでは、クライアント・プログラムが SQL文を発行することで
値の中にオブジェクト表の行を選択することも許されています。データベース内の参照可能
オブジェクトは、参照によって識別できない値として表現できます。また、スタンドアロン
値を、VARCHARや RAWなど、オブジェクト内のアウト・ラインの属性にしたり、
VARCHAR、RAW、オブジェクトなど、コレクション内のアウト・ラインの要素にできま
す。

埋込み値は、格納インスタンス内に物理的に格納されます。埋込み値は、数値やネストした
オブジェクトなどのオブジェクト内のイン・ラインの属性、またはコレクション内のイン・
ラインの要素にできます。
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概要
すべての値は、OCIでは一時的なものであると見なされます。つまり、OCIは値のデータ
ベースへの自動フラッシュをサポートしないため、クライアントは、値をデータベースに格
納するための SQL文を明示的に実行する必要があります。 埋込み値は、格納インスタンスが
フラッシュされるときにフラッシュされます。

図 16-1 に、インスタンスの型と存続期間による分類方法を示します。

図図図図 16-1  インスタンスの型と存続期間による分類インスタンスの型と存続期間による分類インスタンスの型と存続期間による分類インスタンスの型と存続期間による分類

各インスタンスの違いを次の表に示します。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト 一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト 値値値値

型 オブジェクト型 オブジェクト型 オブジェクト型、組込
み、コレクション

最長存続期間 オブジェクトが削除さ
れるまで

セッション セッション

参照可能性 あり あり なし

埋込み可能性 なし なし あり

存続期間�

型�
�

インスタンス�

オブジェクト� 値�

永続� 一時�
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概要
用語用語用語用語
この章では、次の用語が使用されます。

� オブジェクトとは、一般に、永続オブジェクト、一時オブジェクト、オブジェクト型の
スタンドアロン値またはオブジェクト型の埋込み値のことです。

� 参照可能オブジェクトとは、永続オブジェクトまたは一時オブジェクトのことです。

� スタンドアロン・オブジェクトとは、永続オブジェクト、一時オブジェクトまたはオブ
ジェクト型のスタンドアロン値のことです。

� 埋込みオブジェクトとは、オブジェクト型の埋込み値のことです。

� オブジェクトは、作成（新規作成）された場合、または更新または削除のマークが設定
された場合に、使用済と表現されます。

異なるオブジェクト型を指す用語の詳細は、10-5ページの「永続オブジェクト、一時オブ
ジェクトおよび値」を参照してください。

関数の構文関数の構文関数の構文関数の構文
関数ごとに次の情報が記載されています。

用途用途用途用途
この関数によって実行されるアクションを簡単に説明します。

構文構文構文構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

コメントコメントコメントコメント
この関数に関する詳細情報。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関数を使用す
るときに役に立つ情報が記載されています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
この関数の各パラメータの説明。これにはパラメータのモードが含まれます。パラメータの
モードには、次の 3つの値があります。

モードモードモードモード 説明説明説明説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコールからの戻りで
データを受け取るパラメータ
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概要
戻り値戻り値戻り値戻り値
前述にリストされた標準リターン・コード以外が関数によって戻される場合の、関数によっ
て戻される値についての説明。

関連関数関連関数関連関数関連関数
役に立つ可能性がある追加情報を提供する関連コールのリスト。

ナビゲーショナル関数の戻り値ナビゲーショナル関数の戻り値ナビゲーショナル関数の戻り値ナビゲーショナル関数の戻り値
OCIナビゲーショナル関数は、通常次の値を戻します。

この章では、各関数に関する記述の後で関数固有の戻り値についての情報を説明します。各
関数から戻される特定のエラー・コードについての情報は、次の項で記述します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :リターン・コードおよびエラー処理の詳細は、2-17ページ の「OCIプログラ
ミング・ステップ」を参照してください。

キャッシュおよびオブジェクト関数のためのサーバー・ラウンドトリップキャッシュおよびオブジェクト関数のためのサーバー・ラウンドトリップキャッシュおよびオブジェクト関数のためのサーバー・ラウンドトリップキャッシュおよびオブジェクト関数のためのサーバー・ラウンドトリップ
個々の OCIキャッシュ関数およびオブジェクト関数に必要なサーバー・ラウンドトリッ
プ回数を示す表は、付録 C「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ」を参照してくだ
さい。

戻り値戻り値戻り値戻り値 意味意味意味意味

OCI_SUCCESS 操作は成功しました。

OCI_ERROR 操作は失敗しました。 関数に渡されたエラー・ハンドルに対して
OCIErrorGet()をコールすることで特定のエラーを取り出せま
す。

OCI_INVALID_HANDLE 関数に渡された環境ハンドルまたはエラー・ハンドルが NULL
です。
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概要
ナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コード
表 16-1には、各 OCIナビゲーショナル関数によって戻される外部 Oracleエラー・コードが
リストされています。 表の後に各エラーの内容を説明します。

表表表表 16-1  OCIナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コード 

関数関数関数関数 発生する可能性のある発生する可能性のある発生する可能性のある発生する可能性のある ORAエラーエラーエラーエラー

OCICacheFlush() 24350、21560、21705

OCICacheFree() 24350、21560、21705

OCICacheRefresh() 24350、21560、21705

OCICacheUnmark() 24350、21560、21705

OCICacheUnpin() 24350、21560、21705

OCIObjectArrayPin() 24350、21560

OCIObjectCopy() 24350、21560、21705、21710

OCIObjectExists() 24350、21560、21710

OCIObjectFlush() 24350、21560、21701、21703、21708、21710

OCIObjectFree() 24350、21560、21603、21710

OCIObjectGetAttr() 21560、21600、22305

OCIObjectGetInd() 24350、21560、21710

OCIObjectGetTypeRef() 24350、21560、21710

OCIObjectIsDirty() 24350、21560、21710

OCIObjectIsLocked() 24350、21560、21710

OCIObjectLock() 24350、21560、21701、21708、21710

OCIObjectLockNoWait() 24350、21560、21701、21708、21710

OCIObjectMarkDelete() 24350、21560、21700、21701、21702、21710

OCIObjectMarkDeleteByRef() 24350、21560

OCIObjectMarkUpdate() 24350、21560、21700、21701、21710

OCIObjectNew() 24350、21560、21705、21710

OCIObjectPin() 24350、21560、21700、21702

OCIObjectPinCountReset() 24350、21560、21710

OCIObjectPinTable() 24350、21560、21705
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概要
表 16-1の ORAエラーは、次のとおりです（stringには文字列が入ります）。

� ORA-21560 - 引数 stringが NULLまたは無効、範囲外です。

� ORA-21600 - パス式が長すぎます。

� ORA-21601 - 属性がオブジェクトではありません。

� ORA-21603 - プロパティ ID[string]は無効です。

� ORA-21700 - オブジェクトが存在しないか、削除マークが設定されています。

� ORA-21701 - 異なるサーバーにオブジェクトをフラッシュしようとしました。

� ORA-21702 - オブジェクトが未インスタンス化またはキャッシュ内で逆インスタンス化
されています。

� ORA-21703 - 変更されていないオブジェクトはフラッシュできません。

� ORA-21704 - フラッシュを実行しないとキャッシュまたは接続を終了できません。

� ORA-21705 - サービス・コンテキストが無効です。

� ORA-21708 - 一時オブジェクトで不適切な操作が行われました。

� ORA-21709 - 変更されたオブジェクトをリフレッシュできません。

� ORA-21710 - 引数にはオブジェクトの有効なメモリー・アドレスが必要です。

� ORA-22279 - LOBバッファが使用可能な状態では、操作を実行できません。

� ORA-22305 - 属性 /メソッド /パラメータ ¥"string¥"が見つかりません。

� ORA-24350 - OCIコールは使用できません。

OCIObjectRefresh() 24350、21560、21709、21710

OCIObjectSetAttr() 21560、21600、22305、22279、21601

OCIObjectUnmark() 24350、21560、21710

OCIObjectUnmarkByRef() 24350、21560

OCIObjectUnpin() 24350、21560、21710

OCIOjectGetObjectRef() 24350、21560、21710

表表表表 16-1  OCIナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コードナビゲーショナル関数エラー・コード （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 発生する可能性のある発生する可能性のある発生する可能性のある発生する可能性のある ORAエラーエラーエラーエラー
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OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数フラッシュまたはリフレッシュ関数フラッシュまたはリフレッシュ関数フラッシュまたはリフレッシュ関数
この項では、OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数について説明します。

表表表表 16-2  OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数クイック・リファレンスフラッシュまたはリフレッシュ関数クイック・リファレンスフラッシュまたはリフレッシュ関数クイック・リファレンスフラッシュまたはリフレッシュ関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCICacheFlush() キャッシュ内の変更済永続オブジェクトをサーバーにフラッシュ
します。

16-9ページ

OCICacheRefresh() 確保されている永続オブジェクトをリフレッシュします。 16-11ページ

OCIObjectFlush() 単一の変更済永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。 16-13ページ

OCIObjectRefresh() 永続オブジェクトをリフレッシュします。 16-14ページ
16-8 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
OCICacheFlush()

用途用途用途用途
この関数は、修正済の永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。

構文構文構文構文
sword OCICacheFlush ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc, 
                      dvoid               *context,
                      OCIRef              *(*get)
                                          ( dvoid   *context,
                                            ub1     *last ), 
                      OCIRef              **ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

context (IN) [optional]
クライアント・コールバック関数 getへの引数であるユーザー・コンテキストを指定します。 
このパラメータは、ユーザー・コンテキストがない場合、NULLが設定されます。

get (IN) [optional]
フラッシュを必要とする使用済オブジェクトのバッチを取り出すイテレータとして機能する
クライアント定義関数です。関数が NULLでない場合はこの関数がコールされ、使用済オブ
ジェクトの参照が取得されます。これは、クライアント関数によって NULL参照が戻される
か、パラメータ lastが TRUEに設定されるまで繰り返されます。 クライアント関数がコール
されるたびに get()に contextパラメータが渡されます。 このパラメータは、ユーザー・コー
ルバックを指定しない場合は NULLにする必要があります。クライアント関数によって戻さ
れたオブジェクトが使用済永続オブジェクトでない場合、そのオブジェクトは無視されま
す。

クライアント関数から戻されるすべてのオブジェクトは、同一のサービス・コンテキストを
使用する新規または確保済のものにしてください。そうでない場合はエラーが通知されま
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OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
す。戻されたオブジェクトは、それらが使用済とマークされた順序でフラッシュされること
に注意してください。

このパラメータに NULLを渡すと（クライアント定義関数が指定されない場合など）、指定
されたサービス・コンテキストのすべての使用済永続オブジェクトが、使用済とマークされ
た順序にフラッシュされます。

ref (OUT) [optional]
オブジェクトのフラッシュでエラーが起きると、（*ref）によってエラーの原因となったオブ
ジェクトが指し示されます。 refが NULLの場合、オブジェクトは戻りません。 *refが NULL
の場合は、オブジェクトの参照が割り当てられ、そのオブジェクトを指すように設定されま
す。 *refが NULLでない場合は、オブジェクトの参照が指定の領域にコピーされます。エ
ラーの原因が使用済オブジェクトではない場合は、指定の REFが NULL参照になるように
初期化されます（OCIRefIsNull(*ref)が TRUEになります）。

REFはセッション継続時間（OCI_DURATION_SESSION）に対して割り当てられます。 
OCIObjectFree()関数を使用すると、アプリケーションは割り当てられた REFを解放できま
す。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュの修正済の永続オブジェクトをサーバーにフラッ
シュします。 オブジェクトは、新たに作成された順序、あるいは更新か削除のマークが設定
された順序でフラッシュされます。フラッシュの詳細は、OCIObjectFlush()を参照してくだ
さい。

この関数によるネットワーク・ラウンドトリップは大抵１回です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectFlush()
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OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
OCICacheRefresh()

用途用途用途用途
キャッシュ内のすべての確保済永続オブジェクトをリフレッシュします。

構文構文構文構文
sword OCICacheRefresh ( OCIEnv            *env, 
                       OCIError           *err, 
                       CONST OCISvcCtx    *svc,
                       OCIRefreshOpt      option, 
                       dvoid              *context,
                       OCIRef             *(*get)(dvoid *context), 
                       OCIRef             **ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

option (IN) [optional]
OCI_REFRESH_LOADEDが指定されると、そのトランザクションの間にロードされたすべ
てのオブジェクトをリフレッシュします。 オプションが OCI_REFRESH_LOADEDで、パラ
メータ getが NULLではない場合、パラメータは無視されます。 

context (IN) [optional]
クライアント・コールバック関数 getへの引数であるユーザー・コンテキストを指定します。 
このパラメータは、ユーザー・コンテキストがない場合、NULLが設定されます。

get (IN) [optional]
リフレッシュされる必要があるオブジェクトのバッチを取り出すイテレータとして機能する
クライアント定義関数。関数が NULLでない場合はこの関数がコールされ、オブジェクトの
参照が取得されます。 参照が NULLでない場合、オブジェクトはリフレッシュされます。 こ
のステップは、この関数から NULL参照が戻されるまで繰り戻されます。 クライアント関数
がコールされるたびに get()に contextパラメータが渡されます。 このパラメータは、ユー
ザー・コールバックを指定しない場合は NULLにする必要があります。
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ref (OUT) [optional]
オブジェクトのリフレッシュ中にエラーが起きると、(*ref)によってエラーの原因となった
オブジェクトが指し示されます。 refが NULLの場合、オブジェクトは戻りません。 *refが
NULLの場合は、オブジェクトの参照が割り当てられ、そのオブジェクトを指すように設定
されます。 *refが NULLでない場合は、オブジェクトの参照が指定の領域にコピーされます。
エラーの原因がオブジェクトでない場合は、指定された REFが NULL参照になるように初
期化されます（OCIRefIsNull(*ref)が TRUEになります）。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、すべての確保済永続オブジェクトをリフレッシュします。確保が解除されたす
べての永続オブジェクトは、オブジェクト・キャッシュから解放されます。

リフレッシュの詳細は、OCIObjectRefresh()の説明、および 13-11ページの「オブジェクト・
コピーのリフレッシュ」を参照してください。

警告警告警告警告 : オブジェクトがリフレッシュされると、それらのオブジェクトの 2次メモリーが
メモリー内の別の場所に移動することがあります。 このため、このコール前に保存され
た属性へのポインタが無効になる可能性があります。2次メモリーを使用する属性には、
OCIString *、OCIColl *、OCIRaw *などがあります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectRefresh()
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OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
OCIObjectFlush()

用途用途用途用途
修正済の永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。

構文構文構文構文
sword OCIObjectFlush ( OCIEnv        *env,
                       OCIError      *err,
                       dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
永続オブジェクトのポインタです。 このコールの前に、オブジェクトが確保されることが必
要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、修正済の永続オブジェクトをサーバーにフラッシュします。 フラッシュ時には、
オブジェクトの排他ロックが暗黙のうちに取得されます。 オブジェクトがサーバーに書き込
まれるときにトリガーを起動できます。 この関数は、一時オブジェクトと値、および未修正
の永続オブジェクトに対し、エラーを戻します。

サーバーでトリガーによってオブジェクトを修正できます。 キャッシュにあるオブジェクト
をデータベースと整合性を保つようにするため、アプリケーションによってキャッシュにあ
るオブジェクトを解放したり、リフレッシュしたりできます。

フラッシュするオブジェクトに内部 LOB属性があり、その LOB属性が OCIObjectCopy()、
OCILobAssign()または OCILobLocatorAssign()によって、あるいは別の LOBロケータの割当
てによって修正された場合は、フラッシュによって、割当て時にソース LOB内に存在した
LOB値のコピーか、内部 LOBのロケータまたはオブジェクトのコピーが生成されます。
LOB関数の詳細は、15-106ページの「LOB関数」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCICacheFlush()
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OCIフラッシュまたはリフレッシュ関数
OCIObjectRefresh()

用途用途用途用途
カレント・データベースの最新のスナップショットから永続オブジェクトをリフレッシュし
ます。

構文構文構文構文
sword OCIObjectRefresh ( OCIEnv        *env, 
                         OCIError      *err, 
                         dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタで、すでに確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、サーバー内の最新のスナップショットから取り出されたデータを使用して、オ
ブジェクトをリフレッシュします。 オブジェクトは、オブジェクト・キャッシュ内のオブ
ジェクトとサーバー側のオブジェクトとの間に整合性がなくなったときにリフレッシュされ
る必要があります。

注意注意注意注意 : オブジェクトをサーバーにフラッシュするときに、トリガーを起動してさらに多
くのサーバー内のオブジェクトを変更できます。その場合、オブジェクト・キャッシュ
内の（トリガーによって変更したオブジェクトと）同一のオブジェクトは最新の状態で
はなくなり、リフレッシュしないとロックまたはフラッシュできません。

これは、ユーザーが SQL文または PL/SQLプロシージャを発行してサーバー内のオブ
ジェクトを修正したときに発生します。

警告警告警告警告 : 最後のフラッシュ以降にオブジェクト（使用済オブジェクト）に対して行われた
修正は、オブジェクトがこの関数でリフレッシュされると失われます。

リフレッシュの後、オブジェクトの様々なメタ属性フラグと継続時間が、次のように修正さ
れます。
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リフレッシュされたオブジェクトはその場で置き換えられます。オブジェクトがその場で置
き換えられると、オブジェクトのトップ・レベル・メモリーが再利用されるので、新しい
データが同じメモリー・アドレスにロードされるようになります。 NULL構造体のトップ・
レベル・メモリーも再利用されます。トップ・レベル・メモリーとは異なり、2次メモリー
は解放され、再割当てが行われます。 

ポインタはオブジェクトのリフレッシュ後は無効になるため、2次メモリーのアドレスを
ローカル変数に割り当てるなどの、2次メモリー・チャンクを指すポインタを保持する機能
の作成時には注意が必要です。

この関数は、一時オブジェクトまたは値に対して何も影響を与えません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCICacheRefresh()

オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性オブジェクト属性 リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態リフレッシュ後の状態

既存 適切な値にセット

確保済 変更なし

割当て時間 変更なし

確保継続時間 変更なし
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解オブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解オブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解オブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解
除関数除関数除関数除関数

この項では、OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数について
説明します。

表表表表 16-3  OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCICacheUnmark() キャッシュ内のオブジェクトのマークを解除します。 16-17ページ

OCIObjectMarkDelete() オブジェクトに削除済のマークを付けます。または値インスタン
スを削除します。

16-18ページ

OCIObjectMarkDeleteByRef() 参照によって指定されたオブジェクトに削除マークを設定します。 16-19ページ

OCIObjectMarkUpdate() オブジェクトに更新 /使用済のマークを付けます。 16-20ページ

OCIObjectUnmark() オブジェクトのマークを解除します。 16-22ページ

OCIObjectUnmarkByRef() 参照によって指定されたオブジェクトのマークを解除します。 16-23ページ
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCICacheUnmark()

用途用途用途用途
オブジェクト・キャッシュ内のすべての使用済オブジェクトのマークを解除します。

構文構文構文構文
sword OCICacheUnmark ( OCIEnv            *env, 
                       OCIError          *err,
                       CONST OCISvcCtx   *svc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。 

コメントコメントコメントコメント
接続が指定された場合、この関数は、その接続内のすべての使用済オブジェクトのマークを
解除します。それ以外の場合は、キャッシュ内のすべての使用済オブジェクトのマークを解
除します。 オブジェクトのマーク解除の詳細は、16-22ページ の OCIObjectUnmark()を参照
してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectUnmark()
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCIObjectMarkDelete()

用途用途用途用途
スタンドアロン・インスタンスへのポインタを指定して、そのインスタンスに削除マークを
設定します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectMarkDelete ( OCIEnv        *env, 
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *instance );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
インスタンスへのポインタです。 これはスタンドアロン型にする必要があり、オブジェクト
の場合は確保される必要もあります。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、スタンドアロン・インスタンスのポインタを受け取り、そのオブジェクトに削
除マークを設定します。 オブジェクトは、次の規則に従って解放されます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトのメモリーは解放されません。 オ
ブジェクトは、そのオブジェクトがフラッシュされたときにサーバー内で削除されます。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトのメモリーは解放されません。

値値値値
この関数は、ただちに値を解放します。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectMarkDeleteByRef()、OCIObjectGetProperty()
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCIObjectMarkDeleteByRef()

用途用途用途用途
オブジェクトへの参照を指定して、そのオブジェクトに削除マークを設定します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectMarkDeleteByRef ( OCIEnv         *env, 
                                 OCIError       *err, 
                                 OCIRef         *object_ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object_ref (IN)
削除されるオブジェクトへの参照です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクトへの参照を受け取り、object_refによって指定されたオブジェクト
に削除マークを設定します。 オブジェクトはマーク付けされて、次のように解放されます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
オブジェクトがロードされていない場合は、一時オブジェクトが作成され、それに対して削
除マークが設定されます。 それ以外の場合は、オブジェクトに削除マークが設定されます。 

オブジェクトは、そのオブジェクトがフラッシュされたときにサーバー内で削除されます。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
オブジェクトに削除マークが設定されます。 オブジェクトは、確保が解除されるまで解放さ
れません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectMarkDelete()、OCIObjectGetProperty()
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCIObjectMarkUpdate()

用途用途用途用途
永続オブジェクトに更新または使用済マークを設定します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectMarkUpdate ( OCIEnv        *env,
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタで、それがすでに確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、永続オブジェクトに更新または使用済 マークを設定します。オブジェクトの型
によって次の規則が適用されます。オブジェクトの使用済状態は、OCIObjectIsLocked()を
コールすることによりチェックできます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトに更新マークを設定します。 

永続オブジェクトは、オブジェクト・キャッシュがフラッシュされたときにサーバーに書き
込まれます。 この関数は、オブジェクトのロックもフラッシュも行いません。 削除済オブ
ジェクトを更新しようとするとエラーが発生します。 

オブジェクトの更新マークの設定とフラッシュが実行された後、オブジェクトがフラッシュ
後も使用済になっている場合は、この関数を再度コールしてオブジェクトに更新マークを設
定する必要があります。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
この関数は、指定された一時オブジェクトに更新マークを設定します。 一時オブジェクトは、
サーバーには書き込まれません。 削除済オブジェクトを更新しようとするとエラーが発生し
ます。

値値値値
値に対しては何も行われません。 
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この関数の使用方法の詳細は、10-14ページ の「オブジェクトのマークおよび変更のフラッ
シュ」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectGetProperty()
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OCIオブジェクトおよびキャッシュへのマークまたはマーク解除関数
OCIObjectUnmark()

用途用途用途用途
オブジェクトの使用済マークを解除します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectUnmark ( OCIEnv       *env,
                        OCIError     *err,
                        dvoid        *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタです。 オブジェクトは確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント

永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトの使用済マークを解除します。 オブジェクトに対
して行われた変更は、サーバーに書き込まれません。 オブジェクトにロック・マークが設定
されている場合は、ロックされたままになります。 オブジェクトに対してこれまで実行され
た変更は、暗黙のうちに元に戻されます。 

値値値値
値に対しては何も行われません。これは、値に対して関数をコールしても何の効果もないこ
とを意味しています。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectUnmarkByRef()
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OCIObjectUnmarkByRef()

用途用途用途用途
オブジェクトへの REFが与えられたら、オブジェクトの使用済マークを解除します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectUnmarkByRef ( OCIEnv      *env, 
                             OCIError    *err,
                             OCIRef      *ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ref (IN)
オブジェクトの参照です。 オブジェクトは確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクトの使用済マークを解除します。 オブジェクトへの REFを引数とし
て取ることを除けば、この関数は OCIObjectUnmark()とまったく同じです。

永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト永続オブジェクトと一時オブジェクト
この関数は、指定された永続オブジェクトの使用済マークを解除します。 オブジェクトに対
して行われた変更は、サーバーに書き込まれません。 オブジェクトにロック・マークが設定
されている場合は、ロックされたままになります。 オブジェクトに対してこれまで実行され
た変更は、暗黙のうちに元に戻されます。

値値値値
値に対しては何も行われません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectUnmark()
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OCIオブジェクト・ステータス関数の取得
OCIオブジェクト・ステータス関数の取得オブジェクト・ステータス関数の取得オブジェクト・ステータス関数の取得オブジェクト・ステータス関数の取得
この項では、OCIオブジェクト・ステータス関数の取得について説明します。

表表表表 16-4  OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIObjectExists() インスタンスの存在ステータスを取得します。 16-25ページ

OCIObjectGetProperty() 特定のオブジェクト・プロパティのステータスを取得します。 16-26ページ

OCIObjectIsLocked() インスタンスの使用済ステータスを取得します。 16-31ページ

OCIObjectIsLocked() インスタンスのロック状況を取得します。 16-31ページ
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OCIObjectExists()

用途用途用途用途
スタンドアロン・インスタンスの存在メタ属性を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectExists ( OCIEnv         *env,
                        OCIError       *err,
                        dvoid          *ins,
                        boolean        *exist ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。 オブジェクトの場合は、確保される必要があります。

exist (OUT)
存在ステータスの戻り値です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、インスタンスの存在を戻します。 インスタンスが値の場合、この関数は常に
TRUEを戻します。 インスタンスは、スタンドアロン型の永続または一時オブジェクトにし
てください。

オブジェクトのメタ属性の詳細は、10-16ページ の「オブジェクトのメタ属性」を参照して
ください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectGetProperty()

用途用途用途用途
オブジェクトの指定されたプロパティを取り出します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectGetProperty ( OCIEnv              *envh, 
                             OCIError            *errh, 
                             CONST dvoid         *obj, 
                             OCIObjectPropId     propertyId,
                             dvoid               *property, 
                             ub4                 *size );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

obj (IN)
そのプロパティが戻されるオブジェクトです。

propertyId (IN)
目的のプロパティを識別する識別子です。

property (OUT)
目的のプロパティがコピーされるバッファです。

size (IN/OUT)
入力の際は、コール側から渡されるプロパティ・バッファのサイズがこのパラメータによっ
て指定されます。

出力の際は、戻されるプロパティのサイズがバイト単位でこれに含まれます。このパラメー
タは、OCI_OBJECTPROP_SCHEMA、OCI_OBJECTPROP_TABLEなどの文字列型のプロパ
ティのみに必要です。非文字列型のプロパティの場合は、サイズが固定なのでこのパラメー
タは無視されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数によりオブジェクトの指定されたプロパティが戻されます。 目的のプロパティは
propertyIdで識別されます。 プロパティの値は propertyにコピーされ、文字列型プロパティの
場合は、文字列のサイズが sizeによって戻されます。 
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オブジェクトは、その存続期間と参照可能性に基づいて永続、一時および値に分類されま
す。 プロパティのいくつかは永続オブジェクトのみに適用され、また他のプロパティは永続
オブジェクトと一時オブジェクト（の両方）に適用されます。 指定したオブジェクトに適用
されないプロパティを取得しようとすると、エラーが戻されます。このようなエラーを回避
するには、まずそのオブジェクト（の OCI_OBJECTPROP_LIFETIMEプロパティ）が永続、
一時、値のどれであるかをチェックし、それに基づいてその他のプロパティを適切に問い合
せるようにします。

異なるプロパティ Idとそれに対応する property引数の型を次に示します。

OCI_OBJECTPROP_LIFETIME
このプロパティによって指定されたオブジェクトが永続オブジェクト、一時オブジェクトま
たは、値のインスタンスかが識別されます。property引数はOCIObjectLifetime型の変数へ
のポインタにしてください。 可能な値は、次のとおりです。

� OCI_OBJECT_PERSISTENT

� OCI_OBJECT_TRANSIENT

� OCI_OBJECT_VALUE

OCI_OBJECTPROP_SCHEMA
このプロパティにより、その中にオブジェクトが存在する表のスキーマ名が戻されます。 指
定されたオブジェクトが一時的インスタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻され
ます。スキーマ名の保持に入力バッファのサイズが足りない場合は、エラーが戻され、エ
ラー・メッセージで必要なサイズが表示されます。成功した場合は、戻り値のスキーマ名の
サイズがバイト単位で sizeによって戻されます。property引数は、text型の配列にしてくだ
さい。コール側は、sizeをバイト単位で配列のサイズに設定する必要があります。

OCI_OBJECTPROP_TABLE
このプロパティによってそのオブジェクトが存在する表名が戻されます。 指定されたオブ
ジェクトが一時的インスタンスまたは値をポイントする場合、エラーが戻されます。 表名の
保持に入力バッファが足りない場合は、エラーが戻され、エラー・メッセージで必要なサイ
ズが表示されます。 成功した場合は、戻り値の表名のサイズがバイト単位で sizeによって戻
されます。property引数は、text型の配列で、コール側は、その sizeをバイト単位で配列の
サイズに設定しなければなりません。 

OCI_OBJECTPROP_PIN_DURATION
このプロパティによってオブジェクトの確保継続時間が戻されます。 指定されたオブジェク
トが値のインスタンスを指し示している場合は、エラーが戻されます。property引数は
OCIDuration型の変数へのポインタにしてください。 有効な値は、次のとおりです。

� OCI_DURATION_SESSION

� OCI_DURATION_TRANS

継続時間の詳細は、13-13ページ の「オブジェクト継続時間」を参照してください。
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OCIオブジェクト・ステータス関数の取得
OCI_OBJECTPROP_ALLOC_DURATION
このプロパティによりオブジェクトの割当て時間が戻されます。property引数は
OCIDuration型の変数へのポインタにしてください。 次の値が有効です。

� OCI_DURATION_SESSION

� OCI_DURATION_TRANS

継続時間の詳細は、13-13ページ の「オブジェクト継続時間」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_LOCK
このプロパティによってオブジェクトのロック状況が戻されます。可能なロック状況は
OCILockOptによって列挙されます。 指定されたオブジェクトが一時的インスタンスまたは
値インスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。property引数はOCILockOpt型
の変数へのポインタにしてください。 オブジェクトのロック状況は、OCIObjectIsLocked()関
数をコールすることでも取り出せます。 次の値が有効です。

� OCI_LOCK_NONE - ロックなし

� OCI_LOCK_X - 排他的ロック

� OCI_LOCK_X_NOWAIT - NOWAITオプションを使用した排他ロック

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  NOWAITオプションの詳細は、13-12ページ の「NOWAITオプションを使
用したロック」を参照してください。

OCI_OBJECTPROP_MARKSTATUS
このプロパティによって使用済ステータスが戻され、オブジェクトが新規のオブジェクトで
あるか、更新されたオブジェクトであるか、削除されたオブジェクトであるかが示されま
す。 指定されたオブジェクトが一時的インスタンスまたは値インスタンスをポイントする場
合、エラーが戻されます。property引数は、OCIObjectMarkStatus型にしてください。 次の
値が有効です。

� OCI_OBJECT_NEW

� OCI_OBJECT_DELETED

� OCI_OBJECT_UPDATED

次のマクロを使用してマーク状態をテストすることが可能です。

� OCI_OBJECT_IS_UPDATED (flag)

� OCI_OBJECT_IS_DELETED (flag)

� OCI_OBJECT_IS_NEW (flag)

� OCI_OBJECT_IS_DIRTY (flag)

OCI_OBJECTPROP_VIEW
このプロパティによって指定されたオブジェクトがビュー・オブジェクトであるかどうかが
識別されます。戻されたプロパティ値が TRUEであれば、オブジェクトはビューであり、
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OCIオブジェクト・ステータス関数の取得
TRUEでない場合はオブジェクトはビューではありません。 指定されたオブジェクトが一時
的インスタンスまたは値インスタンスをポイントする場合、エラーが戻されます。 この
property引数はブール型にする必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectLock()、OCIObjectMarkDelete()、OCIObjectMarkUpdate()、OCIObjectPin()、
OCIObjectPin()
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OCIObjectIsDirty()

用途用途用途用途
オブジェクトに使用済マークが設定されているかどうかをチェックします。

構文構文構文構文
sword OCIObjectIsDirty ( OCIEnv       *env,
                         OCIError     *err, 
                         dvoid        *ins,
                         boolean      *dirty );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。

dirty (OUT)
使用済ステータスに対する値を戻します。

コメントコメントコメントコメント
この関数に渡すインスタンスはスタンドアロンにしてください。 インスタンスがオブジェク
トの場合、そのインスタンスは確保される必要があります。

この関数は、インスタンスの使用済ステータスを戻します。 インスタンスが値の場合、この
関数は常に FALSEを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectMarkUpdate()、OCIObjectGetProperty()
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OCIObjectIsLocked()

用途用途用途用途
オブジェクトのロック状況を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectIsLocked ( OCIEnv       *env, 
                          OCIError     *err, 
                          dvoid        *ins,
                          boolean      *lock );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ins (IN)
インスタンスへのポインタです。 インスタンスはスタンドアロンであること、また、インス
タンスがオブジェクトであれば確保されることが必要です。

lock (OUT)
ロック状況に対する値を戻します。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、インスタンスのロック状況を戻します。 インスタンスが値の場合、この関数は
常に FALSEを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectLock()、OCIObjectGetProperty()
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その他の OCIオブジェクト関数
その他のその他のその他のその他の OCIオブジェクト関数オブジェクト関数オブジェクト関数オブジェクト関数
この項では、その他のオブジェクト関数について説明します。

表表表表 16-5  OCIナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンスナビゲーショナル関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIObjectCopy() 1つのインスタンスを別のインスタンスにコピーします。 16-33ページ

OCIObjectGetAttr() オブジェクト属性を取得します。 16-35ページ

OCIObjectGetInd() インスタンスの NULL構造体を取得します。 16-37ページ

OCIObjectGetObjectRef() 指定のオブジェクトへの参照を戻します。 16-38ページ

OCIObjectGetTypeRef() インスタンスの TDOへの参照を取得します。 16-39ページ

OCIObjectLock() 永続オブジェクトをロックします。 16-40ページ

OCIObjectLockNoWait() 永続オブジェクトをロックしますが、ロック待機は行いません。 16-41ページ

OCIObjectPin() 新規インスタンスを作成します。 16-54ページ

OCIObjectSetAttr() オブジェクト属性を設定します。 16-45ページ
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OCIObjectCopy()

用途用途用途用途
ソース・インスタンスを宛先インスタンスにコピーします。

構文構文構文構文
sword OCIObjectCopy ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc,
                      dvoid               *source, 
                      dvoid               *null_source, 
                      dvoid               *target, 
                      dvoid               *null_target, 
                      OCIType             *tdo,
                      OCIDuration         duration, 
                      ub1                 option );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルで、コピー処理が起きるサービス・コンテキストを
指定します。

source (IN)
ソース・インスタンスに対するポインタです。ポインタがオブジェクトであれば、確保され
る必要があります。16-54ページの OCIObjectPin() を参照してください。

null_source (IN)
ソース・オブジェクトの NULL構造に対するポインタです。

target (IN)
ターゲット・インスタンスに対するポインタです。ポインタがオブジェクトであれば、確保
される必要があります。 

null_target (IN)
ターゲット・オブジェクトの NULL構造に対するポインタです。
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tdo (IN)
ソースとターゲットの両方に対する TDOです。 OCIDescribeAny()で取り出せます。

duration (IN)
ターゲット・メモリーの割当て時間です。

option (IN)
このパラメータは使用されていません。0（ゼロ）または OCI_DEFAULTを渡します。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、sourceインスタンスの内容を targetインスタンスにコピーします。この関数は、
次のすべてがコピーされるディープ・コピーを実行します。

� すべての最上位属性（後述の例外参照）

� 最上位属性から到達可能な（ソースの）すべての 2次メモリー

� インスタンスの NULL構造

メモリーは、durationパラメータに指定された存続期間の間、割り当てられます。 

次のデータ項目は、コピーされません。 

� optionパラメータにオプション OCI_OBJECTCOPY_NOREFが指定されている場合は、
ソース内のすべての参照はコピーされません。 ターゲット内の参照には NULLが設定さ
れます。

� 属性が内部 LOBの場合、ソース・オブジェクトの LOBロケータのみがコピーされます。 
LOBデータのコピーは OCIObjectFlush()がコールされるまで作成されません。ターゲッ
ト・オブジェクトがフラッシュされるまでは、ソースとターゲットのロケータはともに
同じ LOB値を参照します。

ターゲットまたはターゲットの格納インスタンスは、事前に作成されることが必要です。 こ
れは、ターゲット・オブジェクトの存在の有無に応じて、OCIObjectNew()または
OCIObjectPin() を使用して実行できます。

sourceインスタンスと targetインスタンスは、同じ型にしてください。 ソースとターゲット
が別々のデータベースに置かれている場合は、両方のデータベースに同じ型が存在すること
が必要です。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()
16-34 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド 



その他の OCIオブジェクト関数
OCIObjectGetAttr()

用途用途用途用途
オブジェクト属性を取り出します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectGetAttr ( OCIEnv             *env,
                         OCIError           *err,
                         dvoid              *instance, 
                         dvoid              *null_struct, 
                         struct OCIType     *tdo,
                         CONST text         **names, 
                         CONST ub4          *lengths, 
                         CONST ub4          name_count, 
                         CONST ub4          *indexes, 
                         CONST ub4          index_count, 
                         OCIInd             *attr_null_status, 
                         dvoid              **attr_null_struct, 
                         dvoid              **attr_value, 
                         struct OCIType     **attr_tdo );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
オブジェクトへのポインタです。

null_struct (IN)
オブジェクトまたは配列の NULL構造です。

tdo (IN)
TDOへのポインタです。

names (IN)
属性名の配列です。 パス式に属性名を指定します。

lengths (IN)
属性名長の配列です。 
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name_count (IN)
配列名の要素の数です。

indexes (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。(ub4 *)0を渡します。

index_count (IN) [optional]
現行ではサポートされていません。(ub4)0を渡します。

attr_null_status (OUT)
属性タイプが基本形の場合、属性は NULLステータスです。 

attr_null_struct (OUT)
オブジェクトまたはコレクション属性の NULL構造です。

attr_value (OUT)
属性値へのポインタです。

attr_tdo (OUT)
属性の TDOに対するポインタです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクトまたは配列から値を取得します。 パラメータ instanceがオブジェ
クトを示すと、パス式はそのオブジェクトの属性の位置を指定します。 オブジェクトが確保
され、戻された値はオブジェクトの確保が解除されるまで有効であるとみなされます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectSetAttr()
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OCIObjectGetInd()

用途用途用途用途
スタンドアロン・インスタンスの NULL構造体を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectGetInd ( OCIEnv        *env, 
                        OCIError      *err, 
                        dvoid         *instance, 
                        dvoid         **null_struct );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
NULL構造を取出し中のインスタンスへのポインタです。 インスタンスは、スタンドアロン
型にしてください。 instanceがオブジェクトの場合は、事前に確保されることが必要です。

null_struct (OUT)
インスタンスの NULL構造です。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectGetObjectRef()

用途用途用途用途
指定された永続オブジェクトへの参照を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectGetObjectRef ( OCIEnv        *env, 
                              OCIError      *err,
                              dvoid         *object, 
                              OCIRef        *object_ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
永続オブジェクトへのポインタです。 事前に確保されることが必要です。

object_ref (OUT)
objectに指定されているオブジェクトへの参照です。 参照は、事前に割り当てられることが必
要です。これは、OCIObjectNew()によって実行できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクトのポインタによって指定された特定の永続オブジェクトへの参照
を戻します。 （オブジェクトではなく）値をこの関数に引き渡すと、エラーになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :オブジェクトのメタ属性の詳細は、10-16ページ の「オブジェクトのメタ属
性」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectPin()
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OCIObjectGetTypeRef()

用途用途用途用途
スタンドアロン・インスタンスの型記述子オブジェクト（TDO）への参照を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectGetTypeRef ( OCIEnv        *env, 
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *instance, 
                            OCIRef        *type_ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
スタンドアロン・インスタンスに対するポインタです。 これはスタンドアロン型であること、
また、インスタンスがオブジェクトであれば、事前に確保されていることが必要です。

type_ref (OUT)
オブジェクトの型に対する参照です。 参照は事前に割り当てられることが必要です。これは、
OCIObjectNew()によって実行できます。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectPin()
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OCIObjectLock()

用途用途用途用途
永続オブジェクトをサーバー側でロックします。

構文構文構文構文
sword OCIObjectLock ( OCIEnv        *env, 
                      OCIError      *err, 
                      dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
ロックされている永続オブジェクトへのポインタです。 事前に確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、一時オブジェクトと値ではエラーを戻します。また、オブジェクトが存在しな
い場合にもエラーを戻します。

オブジェクトのロックの詳細は、13-12ページ の「更新するためのオブジェクトのロック」
を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectIsLocked()、OCIObjectGetProperty()、OCIObjectLockNoWait()
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OCIObjectLockNoWait()

用途用途用途用途
永続オブジェクトをサーバー側でロックしますが、ロック待機は行いません。ロックが使用
不能である場合は、エラーを戻します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectLockNoWait ( OCIEnv        *env, 
                            OCIError      *err, 
                            dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
ロックされている永続オブジェクトへのポインタです。 事前に確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、永続オブジェクトをサーバー側でロックします。ただし、OCIObjectLock()とは
異なり、この関数では、目的のオブジェクトに対するロックを別のユーザーが保持している
場合に待機が行われません。オブジェクトが現在別のユーザーによってロックされている場
合は、エラーが戻されます。また、この関数は、一時オブジェクトおよび値、または存在し
ていないオブジェクトに対してエラーを戻します。

オブジェクトのロックは、トランザクションの終了時に解除されます。オブジェクトのロッ
クの詳細は、13-12ページ の「更新するためのオブジェクトのロック」を参照してください。

OCIObjectLockNoWait()は、次の値を戻します。

� OCI_INVALID_HANDLE（環境ハンドルまたはエラー・ハンドルが NULLである場合）

� OCI_SUCCESS（操作が成功した場合）

� OCI_ERROR（操作が失敗した場合）

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectIsLocked()、OCIObjectGetProperty()、OCIObjectLock()
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OCIObjectNew()

用途用途用途用途
スタンドアロン・インスタンスを作成します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectNew ( OCIEnv            *env, 
                     OCIError          *err, 
                     CONST OCISvcCtx   *svc, 
                     OCITypeCode       typecode,
                     OCIType           *tdo, 
                     dvoid             *table,
                     OCIDuration       duration,
                     boolean           value,
                     dvoid             **instance ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN) [optional]
OCIサービス・ハンドルです。 プログラムでインスタンスの継続時間と OCIサービスを関連
付ける（例 : トランザクションのコミット時に文字列を解放する）場合は、これを必ず指定
します。 このパラメータは、TDOが指定された場合は無視されます。 

typecode (IN)
インスタンスの型のコードです。詳細は、3-21ページ の「型コード」を参照してください。

tdo (IN) [optional]
記述子オブジェクト型に対するポインタです。 TDOは、作成されるインスタンスの型を記述
します。 TDOの取得の詳細は、OCITypeByName()を参照してください。TDOは、オブジェ
クトやコレクションなどの名前付き型の作成に必要です。

table (IN) [optional]
サーバーにある表を指定しているオブジェクト表に対するポインタです。 表を指定しない場
合は、このパラメータに NULLを設定できます。作成するインスタンスの種類（永続、一
時、値）を判断するためのオブジェクト表と TDOの使用方法は、次の説明を参照してくだ
さい。オブジェクト表の取出しについては、OCIObjectPinTable()を参照してください。
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duration (IN)
これはオーバーロードされたパラメータです。 このパラメータの使用方法は、作成されるイ
ンスタンスの種類によって決まります。

� 永続オブジェクト。 このパラメータは、確保継続時間を指定します。

� 一時オブジェクト。 このパラメータは、割当て時間および確保継続時間を指定しま
す。 

� 値。 このパラメータは、割当て時間を指定します。 

value (IN)
作成されたオブジェクトが値かどうかを指定します。 TRUEの場合は値が作成されます。 そ
れ以外の場合は、参照可能オブジェクトが作成されます。 インスタンスがオブジェクトでは
ない場合、このパラメータは無視されます。

instance (OUT)
新規に作成されたインスタンスのアドレスです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、型コードまたは TDOによって指定された型のインスタンスを新たに作成しま
す。型コードの詳細は、3-21ページ の「型コード」を参照してください。パラメータ
typecode（または tdo）、valueおよび tableに基づいて、次のような異なる種類のインスタンス
が作成されます。

この関数は、インスタンスのトップ・レベル・メモリーのチャンクを割り当てます。トップ
レベル・メモリー内の属性が初期化されます。つまり、VARCHAR2の属性が長さ 0（ゼロ）
の OCIStringに初期化されます。 インスタンスがオブジェクトの場合、そのオブジェクトに
存在マークが設定されますがオブジェクトはアトミック NULLになります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  オブジェクト・ビューまたはユーザー作成 OIDに基づいた新規オブジェク
ト作成の詳細は、10-32ページ の「オブジェクト・ビューまたはユーザー定義 OIDに基
づいたオブジェクトの作成」を参照してください。

tableパラメータの値パラメータの値パラメータの値パラメータの値

TYPE NULL以外 NULL

オブジェクト型（値＝ TRUE） 値 値

オブジェクト型（値＝ FALSE） 永続オブジェクト 一時オブジェクト

組込み型 値 値

コレクション型 値 値
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永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
オブジェクトに使用済および存在マークが設定されます。 オブジェクトの割当て時間はセッ
ションです。オブジェクトは、パラメータ durationに指定された確保継続時間の間、確保さ
れます。 永続オブジェクトが作成されても、そのオブジェクトがサーバーにフラッシュされ
るまでは、データベース表へのエントリは行われません。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
オブジェクトが確保されます。割当て時間および確保継続時間は、パラメータ durationに
よって指定されます。

値値値値
割当て時間は、パラメータ durationによって指定されます。

新規オブジェクトの属性値新規オブジェクトの属性値新規オブジェクトの属性値新規オブジェクトの属性値
デフォルトでは、新規作成されたオブジェクトのすべての属性に NULL値があります。属性
データを初期化した後で、対応する各属性の NULLステータスをNULL以外に変更する必
要があります。

オブジェクトの作成時に、属性を NULLでない値に設定できます。これは、OCIAttrSet()を
使用して環境ハンドルの OCI_OBJECT_NEWNOTNULL属性を TRUEに設定することによ
り実行できます。その後、この属性を FALSEに設定することにより、このモードを無効に
できます。OCI_OBJECT_NEWNOTNULLが TRUEに設定されている場合は、
OCIObjectNew()によってNULL属性ではないオブジェクトが作成されます。詳細は、10-30
ページ の「新しいオブジェクトの属性値」を参照してください。

LOB属性を持つオブジェクト属性を持つオブジェクト属性を持つオブジェクト属性を持つオブジェクト
オブジェクトに内部 LOB属性がある場合、LOBは Empty値に設定されます。LOBへの
データ書込みを開始する前に、そのオブジェクトに使用済マークを設定して（オブジェクト
を表に挿入するために）フラッシュし、再確保しなければなりません。 作成後にオブジェク
トを確保するときは、新しく更新された LOBロケータをサーバーから取り出すために、
OCI_PIN_LATEST PINオプションを使用する必要があります。

オブジェクトに外部 LOB属性（FILE）がある場合は、FILEロケータが割り当てられます
が、初期化はされません。オブジェクトをデータベースにフラッシュする前に、
OCILobFileSetName()をコールして FILE属性を初期化する必要があります。最初にディレク
トリ別名およびファイル名を指定しないで FILEの INSERTまたは UPDATEを実行すると、
エラーが発生します。 ファイル名を設定すると、FILEの読込みを開始できます。

注意注意注意注意 :  Oracle8iでは、バイナリ FILE（BFILE）のみがサポートされます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPinTable()、OCIObjectFree()
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OCIObjectSetAttr()

用途用途用途用途
オブジェクト属性を設定します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectSetAttr ( OCIEnv              *env, 
                         OCIError            *err, 
                         dvoid               *instance, 
                         dvoid               *null_struct, 
                         struct OCIType      *tdo, 
                         CONST text          **names, 
                         CONST ub4           *lengths, 
                         CONST ub4           name_count,
                         CONST ub4           *indexes, 
                         CONST ub4           index_count, 
                         CONST OCIInd        null_status, 
                         CONST dvoid         *attr_null_struct,
                         CONST dvoid         *attr_value );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
オブジェクト・インスタンスへのポインタです。

null_struct (IN)
オブジェクト・インスタンスまたは配列の NULL構造です。

tdo (IN)
TDOへのポインタです。

names (IN)
属性名の配列です。 パス式に属性名を指定します。

lengths (IN)
属性名長の配列です。
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name_count (IN)
配列名の要素の数です。

indexes (IN) [オプションオプションオプションオプション ]
現行ではサポートされていません。(ub4 *)0を渡します。

index_count (IN) [オプションオプションオプションオプション ]
現行ではサポートされていません。(ub4)0を渡します。

attr_null_status (IN)
属性タイプが基本形の場合、属性は NULLステータスです。

attr_null_struct (IN)
オブジェクトまたはコレクション属性の NULL構造です。

attr_value (IN)
属性値へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、所定のオブジェクトの属性に所定の値を設定します。 属性の位置は名前配列お
よび索引配列であるパス式で指定されます。

例例例例
パス式 stanford.cs.stu[5].addrの場合、配列は次のようになります。

names = {"stanford", "cs", "stu", "addr"}

lengths = {8, 2, 3, 4}

indexes = {5}

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectGetAttr()
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OCI確保、確保、確保、確保、PIN解除および解放関数解除および解放関数解除および解放関数解除および解放関数
この項では、OCI確保、PIN解除および解放関数について説明します。

表表表表 16-6  OCI確保、確保、確保、確保、PIN解除および解放関数クイック・リファレンス解除および解放関数クイック・リファレンス解除および解放関数クイック・リファレンス解除および解放関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCICacheFree() キャッシュ内のオブジェクトを解放します。 16-48ページ

OCICacheUnpin() キャッシュまたは接続で永続オブジェクトを PIN解除します。 16-49ページ

OCIObjectArrayPin() 参照の配列を確保します。 16-50ページ

OCIObjectFree() 割当て済のオブジェクトを解放します。 16-52ページ

OCIObjectPin() オブジェクトを確保します。 16-54ページ

OCIObjectPinCountReset() オブジェクトを PIN解除して確保カウントを０（ゼロ）にします。16-57ページ

OCIObjectPinTable() 存続期間を指定して表オブジェクトを確保します。 16-58ページ

OCIObjectUnpin() オブジェクトを PIN解除します。 16-60ページ
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OCICacheFree()

用途用途用途用途
指定された接続に対してキャッシュ内のオブジェクトと値をすべて解放します。

構文構文構文構文
sword OCICacheFree ( OCIEnv              *env,
                     OCIError            *err, 
                     CONST OCISvcCtx     *svc ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです。

コメントコメントコメントコメント
接続が指定された場合、この関数は、その接続に対して割り当てられている永続オブジェク
ト、一時オブジェクトおよび値を解放します。 それ以外の場合は、オブジェクト・キャッ
シュ内の永続オブジェクト、一時オブジェクトおよび値をすべて解放します。 オブジェクト
は、確保カウントに関係なく解放されます。 

インスタンスの解放の詳細は、OCIObjectFree()を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectFree()
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OCICacheUnpin()

用途用途用途用途
永続オブジェクトの確保を解除します。

構文構文構文構文
sword OCICacheUnpin ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。 指定された接続のオブジェクトの確保が解除
されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、所定の接続に対するすべての永続オブジェクトの確保を完全に解除します。オ
ブジェクトの確保カウントは 0（ゼロ）にリセットされます。

確保および PIN解除の詳細は、10-11ページ の「オブジェクトの確保」および 10-27ページ 
の「確保カウントおよび PIN解除」を参照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectUnpin()
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OCIObjectArrayPin()

用途用途用途用途
参照配列を確保します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectArrayPin ( OCIEnv            *env, 
                          OCIError          *err, 
                          OCIRef            **ref_array, 
                          ub4               array_size,
                          OCIComplexObject  **cor_array,
                          ub4               cor_array_size, 
                          OCIPinOpt         pin_option, 
                          OCIDuration       pin_duration,
                          OCILockOpt        lock, 
                          dvoid             **obj_array,
                          ub4               *pos );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ref_array (IN)
確保される参照の配列です。

array_size (IN)
参照の配列にある要素の数です。

cor_array
確保されるオブジェクトに対応する CORハンドルの配列です。

cor_array_size
cor_arrayにある要素の数です。

pin_option (IN)
PINオプションです。16-54ページの OCIObjectPin() 参照してください。

pin_duration (IN)
確保継続時間です。 OCIObjectPin()を参照してください。 
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lock (IN)
ロック・オプションです。 OCIObjectPin()を参照してください。

obj_array (OUT)
この引数が NULLでなければ、確保されたオブジェクトをこの配列に戻します。dvoid *型
の要素をこの配列に割り当てる必要があります。 この配列のサイズは array_sizeと同じです。 

pos (OUT)
エラーが起きると、この引数によってエラーの原因となった要素が示されます。この引数に
は、ref_arrayの第 1要素に対して、1が設定されます。

コメントコメントコメントコメント
確保されたすべてのオブジェクトが 1回のネットワーク・ラウンドトリップでデータベース
から取り出されます。ユーザーが出力配列（obj_array）を指定した場合は、確保されたオブ
ジェクトのアドレスが配列内の各要素に割り当てられます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()
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OCIObjectFree()

用途用途用途用途
オブジェクト・インスタンスの解放と PIN解除を行います。

構文構文構文構文
sword OCIObjectFree ( OCIEnv          *env, 
                      OCIError        *err, 
                      dvoid           *instance, 
                      ub2             flags );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

instance (IN)
スタンドアロン・インスタンスに対するポインタです。 オブジェクトの場合は、確保される
必要があります。

flags (IN)
OCI_OBJECTFREE_FORCEが引き渡された場合は、オブジェクトが確保済または使用済で
あっても解放します。 OCI_OBJECTFREE_NONULLが引き渡されると、NULL構造体は解
放されません。 

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクト・インスタンスのために割り当てられたすべてのメモリーの割当
てを解除します（NULL構造も含まれます）。 インスタンスの型によって、次の規則が適用さ
れます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
この関数は、フラッシュされていない使用済永続オブジェクトをクライアントが解放しよう
とした場合はエラーを戻します。 クライアントは、永続オブジェクトをフラッシュするか、
マークを解除するか、flagsパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEを設定する必要があり
ます。

この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除できるかどうかを調べるために
OCIObjectUnpin()を 1回コールします。 成功した場合は、関数の残りを続行しオブジェクト
を解放します。 失敗した場合は、flagパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEが設定されて
いない限りエラーが戻ります。
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メモリー内の永続オブジェクトを解放しても、そのオブジェクトのサーバー側での永続状態
が変化することはありません。 たとえば、オブジェクトが解放された後でも、そのオブジェ
クトはロックされたままになります。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除できるかどうかを調べるために
OCIObjectUnpin()を 1回コールします。 成功した場合は、関数の残りを続行しオブジェクト
を解放します。 失敗した場合は、flagパラメータに OCI_OBJECTFREE_FORCEが設定されて
いない限りエラーが戻ります。 

値値値値
オブジェクトのメモリーが即時に解放されます。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCICacheFree()
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OCIObjectPin()

用途用途用途用途
参照可能オブジェクトを確保します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectPin ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     OCIRef              *object_ref,
                     OCIComplexObject    *corhdl,
                     OCIPinOpt           pin_option, 
                     OCIDuration         pin_duration, 
                     OCILockOpt          lock_option,
                     dvoid               **object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object_ref (IN)
オブジェクトに対する参照です。 

corhdl (IN)
複合オブジェクト検索に対するハンドルです。 

pin_option (IN)
取り出されるオブジェクトのコピーの指定に使用します。

pin_duration (IN)
オブジェクトがクライアントによってアクセスされる継続時間です。 オブジェクトの確保は、
確保継続時間の終了時点で暗黙のうちに解除されます。 OCI_DURATION_NULLが渡された
場合は、オブジェクトがすでにキャッシュ内にロードされているときは、確保の促進はあり
ません。 オブジェクトが未ロードで OCI_DURATION_NULLの場合、確保継続時間には
OCI_DURATION_DEFAULTが設定されます。

lock_option (IN)
ロック・オプション（たとえば、排他的ロック）です。 ロック・オプションが指定された場
合、オブジェクトはサーバー内でロックされます。 オブジェクトのロック状況は、
OCIObjectIsLocked()関数をコールすることでも取り出せます。 次の値が有効です。
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� OCI_LOCK_NONE - ロックなし

� OCI_LOCK_X - 排他的ロック

� OCI_LOCK_X_NOWAIT - NOWAITオプションを使用した排他ロック

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  NOWAITオプションの詳細は、13-12ページ の「NOWAITオプションを使用し
たロック」を参照してください。

object (OUT)
確保されたオブジェクトに対するポインタです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクト参照によって指示された参照可能オブジェクト・インスタンスを
確保します。 この確保のプロセスで、次の 2つの目的を達成します。

� 参照によって指示されたオブジェクトの場所を特定します。 これは、オブジェクト・
キャッシュ内のオブジェクトを追跡し記録するオブジェクト・キャッシュによって実行
されます。 

� 永続オブジェクトは使用中のため、エージ・アウトが不可であることをオブジェクト・
キャッシュに通知します。 永続オブジェクトは必要に応じていつでもサーバーからロー
ドできるため、確保が完全に解除された永続オブジェクトを割当て時間の経過前に解放
する（エージ・アウトさせる）ことができる場合は、利用できるメモリーを増やすこと
ができます。 オブジェクトは複数回確保できます。確保されたオブジェクトは、完全に
PIN解除されるまでメモリー内に残ります。16-54ページの OCIObjectPin() 参照してく
ださい。

PIN解除の詳細は、OCIObjectUnpin()を参照してください。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
永続オブジェクトを確保したときにそのオブジェクトがキャッシュ内に存在しない場合は、
永続ストアからフェッチされます。 オブジェクトの割当て時間はセッションです。 オブジェ
クトがキャッシュ内に存在する場合は、そのオブジェクトがクライアントに戻されます。 
ロック・オプションが指定されている場合、オブジェクトは、サーバー内でロックされま
す。 

この関数は、存在しないオブジェクトに対してはエラーを戻します。 

PINオプションを使用して、取り出されるオブジェクトのコピーを指定します。 

� pin_optionが OCI_PIN_ANY（任意のオブジェクトを確保）であり、オブジェクトがす
でにオブジェクト・キャッシュ内にある場合は、そのオブジェクトが戻されます。 それ
以外の場合、オブジェクトはデータベースから取り出されます。これは、pin_optionが
OCI_PIN_LATESTである場合と同じです。 このオプションは、クライアントがセッ
ションのデータに排他的アクセス権を持っていることを認識しているときに役立ちま
す。

� pin_optionが OCI_PIN_LATEST（最新のオブジェクトを確保）であると、オブジェクト
がロックされていなければデータベースから取り出されます。 オブジェクトがキャッ
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シュ処理されている場合は、最新バージョンによってリフレッシュされます。 リフレッ
シュの詳細は、OCIObjectRefresh()を参照してください。

� pin_optionが OCI_PIN_RECENT（最近のオブジェクトを確保）であり、オプションがカ
レント・トランザクションでキャッシュにロードされた場合は、そのオブジェクトが戻
されます。オブジェクトがカレント・トランザクション中にロードされていない場合
は、オブジェクトはサーバーからリフレッシュされます。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
この関数は、一時オブジェクトがすでに解放されている場合はエラーを戻します。 ロック・
オプションに排他ロックが指定されている場合は、エラーを戻しません。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectUnpin()、OCIObjectPinCountReset()
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OCIObjectPinCountReset()

用途用途用途用途
オブジェクトの確保を完全に解除し、その確保カウントを 0（ゼロ）に設定します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectPinCountReset ( OCIEnv        *env, 
                               OCIError      *err, 
                               dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
オブジェクトへのポインタで、それがすでに確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクトの確保を完全に解除し、その確保カウントに 0（ゼロ）を設定し
ます。 オブジェクトの確保が完全に解除されると、OCIは、そのオブジェクトをエラーなし
にいつでも暗黙的に解放します。 オブジェクトの型によって次の規則が適用されます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
永続オブジェクトの確保が完全に解除された場合、そのオブジェクトはエージ・アウトの対
象になります。 オブジェクトのメモリーは、オブジェクトのエージ・アウトが終了したとき
に解放されます。 エージ・アウトは、メモリーを最大限に利用します。使用済オブジェクト
は、それがフラッシュされるまでエージ・アウトを終了できません。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
オブジェクトの確保カウントが減分されます。 一時オブジェクトは、その割当て時間の終了
時、または OCIObjectFree()をコールすることで明示的に解放された場合に限り解放できま
す。

値値値値
この関数は、値に対してはエラーを戻します。

この関数の使用方法の詳細は、10-27ページ の「確保カウントおよび PIN解除」を参照して
ください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectUnpin()
OCIナビゲーショナル関数と型関数 16-57



OCI確保、PIN解除および解放関数
OCIObjectPinTable()

用途用途用途用途
表オブジェクトを指定された継続時間の間、確保します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectPinTable ( OCIEnv             *env, 
                          OCIError           *err, 
                          CONST OCISvcCtx    *svc, 
                          CONST text         *schema_name,
                          ub4                s_n_length, 
                          CONST text         *object_name, 
                          ub4                o_n_length, 
                          dvoid              *not_used, 
                          OCIDuration        pin_duration, 
                          dvoid              **object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。

schema_name (IN) [optional]
表のスキーマ名です。

s_n_length (IN) [optional]
schema_nameに指定されたスキーマ名の長さです。

object_name (IN)
表の名前です。

o_n_length (IN)
object_nameに指定された表名の長さです。

not_used (IN/OUT)
このパラメータは使用されていません。 NULLを渡します。
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pin_duration (IN)
確保継続時間です。16-54ページの OCIObjectPin() の説明を参照してください。 

object (OUT)
確保されたオブジェクト表です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、表オブジェクトを指定の継続時間の間、確保します。 クライアントは、
OCIObjectUnpin()をコールすることでこのオブジェクトの確保を解除できます。

このコールによって確保されるオブジェクト表は、スタンドアロン型の永続オブジェクトを
作成するために、パラメータとして OCIObjectNew()に渡すことができます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectUnpin()
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OCIObjectUnpin()

用途用途用途用途
オブジェクトの確保を解除します。

構文構文構文構文
sword OCIObjectUnpin ( OCIEnv        *env,
                       OCIError      *err, 
                       dvoid         *object );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

object (IN)
オブジェクトへのポインタで、それがすでに確保されることが必要です。

コメントコメントコメントコメント
各オブジェクトには、そのオブジェクトが確保されるたびに増分される確保カウントが対応
付けられています。オブジェクトの確保カウントが 0（ゼロ）になったとき、そのオブジェ
クトの確保は完全に解除されたと表現されます。 確保が解除されたオブジェクトは、OCIに
よって、エラーなしにいつでも暗黙的に解放されます。

この関数は、オブジェクトの確保を解除します。 次のいずれかが TRUEであるとき、オブ
ジェクトの確保は完全に解除されています。

1. オブジェクトの確保カウントが 0（ゼロ）に達しています（つまり、全部で N回確保さ
れた後に全部で N回 PIN解除されています）。

2. オブジェクトの確保継続時間が終了しています。

3. オブジェクトに対して OCIObjectPinCountReset()関数がコールされました。

オブジェクトの確保が完全に解除されると、OCIは、そのオブジェクトをエラーなしにいつ
でも暗黙的に解放します。

オブジェクトの型によって次の規則が適用されます。

永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト永続オブジェクト
永続オブジェクトの確保が完全に解除された場合、そのオブジェクトはエージ・アウトの対
象になります。 オブジェクトのメモリーは、オブジェクトのエージ・アウトが終了したとき
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に解放されます。 エージ・アウトは、メモリーを最大限に利用します。使用済オブジェクト
は、それがフラッシュされるまでエージ・アウトを終了できません。

一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト一時オブジェクト
オブジェクトの確保カウントが減分されます。 一時オブジェクトは、その割当て時間の終了
時、または OCIObjectFree()をコールすることで明示的に削除したときに限り解放できます。

値値値値
この関数は値に対してはエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIObjectPin()、OCIObjectPinCountReset()
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OCIタイプ情報アクセス関数タイプ情報アクセス関数タイプ情報アクセス関数タイプ情報アクセス関数
この項では、OCIタイプ情報アクセス関数について説明します。

表表表表 16-7  OCIタイプ情報アクセス関数クイック・リファレンスタイプ情報アクセス関数クイック・リファレンスタイプ情報アクセス関数クイック・リファレンスタイプ情報アクセス関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCITypeArrayByName() オブジェクト名配列を指定して TDO配列を取得します。 16-63ページ

OCITypeArrayByRef() オブジェクト参照配列を指定して TDO配列を取得します。 16-66ページ

OCITypeByName() オブジェクト名を指定して TDOを取得します。 16-68ページ

OCITypeByRef() オブジェクト参照を指定して TDOを取得します。 16-70ページ
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OCITypeArrayByName()

用途用途用途用途
名前配列を指定して型配列を取得します。

構文構文構文構文
sword OCITypeArrayByName ( OCIEnv             *envhp,
                           OCIError           *errhp,
                           CONST OCISvcCtx    *svc,
                           ub4                array_len,
                           CONST text         *schema_name[],
                           ub4                s_length[],
                           CONST text         *type_name[],
                           ub4                t_length[],
                           CONST text         *version_name[],
                           ub4                v_length[],
                           OCIDuration        pin_duration,
                           OCITypeGetOpt      get_option,
                           OCIType            *tdo[] );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・ハンドルです。

array_len (IN)
取り出される schema_name/type_name/version_nameエントリの数です。

schema_name (IN, optional)
取り出される型に対応付けられているスキーマ名の配列です。 この配列を指定する場合は、
array_len個の要素が必要です。0（ゼロ）を指定した場合はデフォルト・スキーマであると
見なされます。それ以外の場合は、array_len個の要素が必要です。デフォルト・スキーマが
必要であることを指示するために 1つ以上のエントリに 0（ゼロ）を指定できます。
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s_length (IN)
schema_name長さの配列で、それぞれのエントリが、schema_name配列の対応する schema_
nameエントリのバイト単位の長さに対応しています。この配列には、array_len個の要素が
あるか、schema_nameが指定されない場合は 0（ゼロ）にしてください。

type_name (IN)
取り出される型の名前の配列です。 array_len個の要素が必要です。

t_length (IN)
type_name配列にある型名のバイト単位の長さの配列です。

version_name (IN)
取り出される型に対応するバージョン名の配列です。これは、最新のカレント・バージョン
の取出しを示す 0（ゼロ）にするか、array_len個の要素が必要です。

0（ゼロ）が指定された場合は最新のカレント・バージョンと見なされます。それ以外の場
合は、array_len個の要素が必要です。カレント・バージョンが必要であることを指示するた
めに複数のエントリに 0（ゼロ）を指定できます。

注意注意注意注意 :  Oracle8i OCIでは、バージョン・パラメータは無視されます。

v_length (IN)
version_name配列にあるバージョン名のバイト単位の長さの配列です。

注意注意注意注意 :  Oracle8i OCIでは、バージョン・パラメータは無視されます。

pin_duration (IN)
取り出された型用の確保継続時間（たとえば、カレント・トランザクションの終わりまで）
です。各オプションの説明は、oro.hを参照してください。

get_option (IN)
型をロードするためのオプションは、次のどちらかの値です。

� OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダー用のみ

� OCI_TYPEGET_ALL - TDO、およびロードされるすべての ADOとMDO用

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された各型へのポインタ用出力配列です。 これには、
array_lenポインタ分の領域が必要です。OCIObjectGetObjectRef()を使用して確保された各型
記述子に対する CREFを取得します。

コメントコメントコメントコメント
スキーマ /型名配列に対応付けられている既存の型のポインタを取得します。

get_optionパラメータを使用すると、ラウンドトリップごとにロードされる TDOの部分を制
御できます。
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この関数は、必須パラメータに NULLがある場合、あるいはスキーマ名または型名に対応付
けられたオブジェクト型が存在しない場合はエラーを戻します。

配列ではなく単一の型を取り出すには、OCITypeByName()を使用します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITypeArrayByRef()、OCITypeByName()、OCITypeByRef()
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OCITypeArrayByRef()

用途用途用途用途
参照配列を指定して型配列を取得します。

構文構文構文構文
sword OCITypeArrayByRef ( OCIEnv           *envhp,
                          OCIError         *errhp,
                          ub4              array_len,
                          CONST OCIRef     *type_ref[],
                          OCIDuration      pin_duration,
                          OCITypeGetOpt    get_option,
                          OCIType          *tdo[] );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

envhp (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

errhp (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

array_len (IN)
取り出される schema_name/type_name/version_nameエントリの数です。

type_ref (IN)
取り出される型記述子オブジェクトの特定のバージョンを指し示す OCIRef*の配列です。 こ
の配列を指定する場合は、array_len個の要素が必要です。

pin_duration (IN)
取り出された型用の確保継続時間（たとえば、カレント・トランザクションの終わりまで）
です。 各オプションの説明は、oro.hを参照してください。

get_option (IN)
型をロードするためのオプションは、次のどちらかの値です。

� OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダーのみ

�  OCI_TYPEGET_ALL - TDO、およびロードされるすべての ADOとMDO用

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された各型へのポインタ用出力配列です。 これには、
array_lenポインタ分の領域が必要です。OCIObjectGetObjectRef()を使用して確保された各型
記述子に対する CREFを取得します。
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コメントコメントコメントコメント
スキーマ /型名配列に対応付けられている既存の型のポインタを取得します。

この関数は、次の場合にエラーを戻します。

� 必須パラメータに NULLがある場合

� スキーマ /型名エントリに対応付けられている 1つ以上のオブジェクト型が存在しない
場合

型の配列ではなく、単一の型を取り出すには、OCITypeByName()を使用します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITypeArrayByName()、OCITypeByRef()、OCITypeByName()
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OCITypeByName()

用途用途用途用途
既存の型の最新バージョンを名前を指定して取得します。

構文構文構文構文
sword OCITypeByName ( OCIEnv               *env,
                      OCIError             *err, 
                      CONST OCISvcCtx      *svc, 
                      CONST text           *schema_name,
                      ub4                  s_length, 
                      CONST text           *type_name, 
                      ub4                  t_length, 
                      CONST text           *version_name,
                      ub4                  v_length,
                      OCIDuration          pin_duration,
                      OCITypeGetOpt        get_option
                      OCIType              **tdo );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・ハンドルです。

schema_name (IN, optional)
型に対応付けられているスキーマ名です。デフォルトでは、ユーザーのスキーマ名が使用さ
れます。

s_length (IN)
schema_name パラメータの長さです。

type_name (IN)
取得する型の名前です。

t_length (IN)
type_name パラメータの長さです。
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version_name (IN, optional)
ユーザーが読み出し可能な、型のバージョンです。最新のバージョンを取り出すには (text 
*) 0を渡します。 Oracle8i OCIでは、シングル・バージョンのみがサポートされています。

v_length (IN)
version_nameのバイト単位の長さです。最新のバージョンを取り出す場合は 0（ゼロ）を渡
します。

pin_duration (IN)
確保継続時間です。詳細は、13-13ページ の「オブジェクト継続時間」を参照してください。

get_option (IN)
型をロードするためのオプションは、次のどちらかの値です。

� OCI_TYPEGET_HEADER - ヘッダーのみロードします。

� OCI_TYPEGET_ALL - TDOおよびすべての ADOとMDOをロードします。

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された型へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、スキーマ /型名に対応付けられている既存の型へのポインタを取得します。必
須パラメータに NULLがある場合、またはスキーマ /型名に対応付けられたオブジェクト
型が存在しない場合はエラーを戻します。

注意注意注意注意 :  スキーマ名と型名は大文字小文字を区別します。SQLを使用して作成された場合
は、大文字の名前を使用する必要があります。

OCITypeArrayByName()または OCITypeArrayByRef()をコールすることにより、アプリケー
ションで TDOの配列を取り出せます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITypeByRef()、OCITypeArrayByName()、OCITypeArrayByRef()
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OCITypeByRef()

用途用途用途用途
参照を指定して型を取得します。

構文構文構文構文
sword OCITypeByRef ( OCIEnv          *env,
                     OCIError        *err,
                     CONST OCIRef    *type_ref,
                     OCIDuration     pin_duration,
                     OCITypeGetOpt   get_option,
                     OCIType         *tdo );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドルです。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

type_ref (IN)
取得する型記述子オブジェクトのバージョンを指す OCIRef*です。

pin_duration (IN)
取り出す型に対する、カレント・トランザクションの終了までの確保継続時間です。 各オプ
ションの説明は、oro.hを参照してください。

get_option (IN)
型をロードするためのオプションは、次のどちらかの値です。

� OCI_TYPEGET_HEADER - ロードされるヘッダー用のみ

� OCI_TYPEGET_ALL - TDOおよびロードされるすべての ADOとMDO用

tdo (OUT)
オブジェクト・キャッシュに確保された型へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
OCITypeByRef()は、必須パラメータにNULLがある場合、またはスキーマ /型名に対応付
けられたオブジェクト型が存在しない場合はエラーを戻します。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITypeByName()、OCITypeArrayByName()、OCITypeArrayByRef()
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OCIデータ型マッピング関数および操作関数データ型マッピング関数および操作関数データ型マッピング関数および操作関数データ型マッピング関数および操作関数

この章では、OCIデータ型マッピング関数および操作関数について説明します。これらは
Oracle事前定義型に対する、Oracleの外部 C言語インタフェースです。この章には、次の
項目が含まれています。

� 概要

� OCIコレクションおよびイテレータ関数

� OCI日付関数

� OCI数値関数

� OCIロー関数

� OCI Ref関数

� OCI文字列関数

� OCI表関数
ッピング関数および操作関数 17-1



概要
概要概要概要概要
この章では、OCIデータ型マッピングおよび操作関数の詳細を説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  この章にリストされている関数についての詳細は、第 11章「オブジェクト・
リレーショナル・データ型」を参照してください。

関数の構文関数の構文関数の構文関数の構文
関数ごとに次の情報が記載されています。

用途用途用途用途
関数の用途を簡単に説明します。

構文構文構文構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

コメントコメントコメントコメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
この関数の各パラメータの説明。これにはパラメータのモードが含まれます。パラメーター
のモードには、次の 3つの値があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
17-3ページの表 17-1「関数戻り値」にリストされた標準リターン・コード以外の値が関数に
よって戻される場合の、戻り値についての説明。

関連関数関連関数関連関数関連関数
関連する関数のリスト。

モードモードモードモード 説明説明説明説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け
取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコー
ルからの戻りでデータを受け取るパラメータ
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概要
データ型マッピングおよび操作関数戻り値データ型マッピングおよび操作関数戻り値データ型マッピングおよび操作関数戻り値データ型マッピングおよび操作関数戻り値
OCIデータ型マッピング関数および操作関数は、通常、次の値の 1つを戻します。

この章では、各関数に関する記述の後で関数固有の戻り値についての情報を説明します。リ
ターン・コードおよびエラー処理の詳細は、2-26ページ の「エラー処理」を参照してくださ
い。

その他の値を戻す関数その他の値を戻す関数その他の値を戻す関数その他の値を戻す関数
一部の関数は、表 17-1にリストされていない値を戻します。これらの関数を使用する場合
は、OUTパラメータからではなく、ファンクション・コールから直接値が戻されることを
必ず考慮してください。

� OCICollMax()

� OCIRawPtr()

� OCIRawSize()

� OCIRefHexSize()

� OCIRefIsEqual()

� OCIRefIsNull()

� OCIStringPtr()

� OCIStringSize()

表表表表 17-1  関数戻り値関数戻り値関数戻り値関数戻り値

戻り値戻り値戻り値戻り値 意味意味意味意味

OCI_SUCCESS 操作は成功しました。

OCI_ERROR 操作は失敗しました。 関数に渡されたエラー・ハ
ンドルに対して OCIErrorGet()をコールすること
で特定のエラーを取り出せます。

OCI_INVALID_HANDLE 関数に渡された環境ハンドルまたはエラー・ハン
ドルが NULLです。
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概要
データ型マッピング関数および操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型マッピング関数および操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型マッピング関数および操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型マッピング関数および操作関数のサーバー・ラウンドトリップ
個々の OCIデータ型マッピング関数および操作関数に必要なサーバー・ラウンドトリッ
プ回数を示す表は、付録 C「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ」を参照してくだ
さい。

例例例例
コード例など、これらの関数の詳細は、第 11章「オブジェクト・リレーショナル・
データ型」を参照してください。
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIコレクションおよびイテレータ関数コレクションおよびイテレータ関数コレクションおよびイテレータ関数コレクションおよびイテレータ関数
この項では、コレクションおよびイテレータ関数について説明します。

表表表表 17-2  OCIコレクションおよびイテレータ関数クイック・リファレンスコレクションおよびイテレータ関数クイック・リファレンスコレクションおよびイテレータ関数クイック・リファレンスコレクションおよびイテレータ関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCICollAppend() コレクションに要素を追加します。 17-6ページ

OCICollAssign() コレクションを割り当てます。 17-7ページ

OCICollAssignElem() コレクションに要素を割り当てます。 17-8ページ

OCICollGetElem() 要素を指すポインタを取得します。 17-10ページ

OCICollIsLocator() コレクションがロケータベースであるかどうかを示します。 17-13ページ

OCICollMax() コレクションの最大要素数を戻します。 17-14ページ

OCICollSetUpdateStatus() コレクションの更新状況を設定します。 17-15ページ

OCICollSize() コレクションのカレント・サイズ（要素数単位）を取得します。 17-16ページ

OCICollTrim() コレクションから要素を切り捨てます。 17-18ページ

OCIIterCreate() VARRAY要素をスキャンするためのイテレータを作成します。 17-19ページ

OCIIterDelete() イテレータを削除します。 17-20ページ

OCIIterGetCurrent() カレント・コレクション要素を取得します。 17-21ページ

OCIIterInit() イテレータを初期化して指定のコレクションをスキャンします。 17-22ページ

OCIIterNext() 次のコレクション要素を取得します。 17-23ページ

OCIIterPrev() 前のコレクション要素を取得します。 17-25ページ
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollAppend()

用途用途用途用途
コレクションの最後に要素を追加します。

構文構文構文構文
sword OCICollAppend ( OCIEnv              *env,
                      OCIError            *err,
                      CONST dvoid         *elem, 
                      CONST dvoid         *elemind,
                      OCIColl             *coll );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

elem (IN)
与えられたコレクションの最後に追加される要素へのポインタです。

elemind (IN) [optional]
要素の NULL標識情報へのポインタ。"elemind == NULL"の場合、追加された要素の NULL
標識情報は、NULL以外に設定されます。

coll (IN/OUT)
更新されたコレクションです。

コメントコメントコメントコメント
要素の追加は、コレクションのサイズを 1要素分増やし、最終要素のデータを指定の要素の
データで更新（ディープコピー）することと等価です。指定の要素 elemへのポインタはこの
関数によって保存されないことに注意してください。つまり、elemは厳密に入力パラメータ
です。 

この関数は、コレクションのカレント・サイズが、要素を追加する前のコレクションの最大
サイズ（上限）と等しい場合、エラーを戻します。また、入力パラメータに NULLがある場
合にもエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollAssign()

用途用途用途用途
あるコレクションを別のコレクションに割り当てます（ディープコピーします）。

構文構文構文構文
sword OCICollAssign ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCIColl       *rhs, 
                      OCIColl             *lhs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rhs (IN)
割当て元となる右側（ソース）コレクション。

lhs (OUT)
割当て先となる左側（ターゲット）コレクション。

コメントコメントコメントコメント
rhs（ソース）を lhs（ターゲット）に割り当てます。 lhsコレクションは、rhsのサイズに応
じて変更されます。lhsに要素が格納されている場合は、割当てに先立ってその要素が削除
されます。この関数はディープコピーを実行します。 要素用のメモリーはオブジェクト・
キャッシュから取られます。

lhsコレクションと rhsコレクションの要素の型が一致しない場合はエラーが戻ります。lhs
の上限が rhsコレクション内の現行の要素数より小さい場合もエラーが戻ります。次の場合
にもエラーが戻されます。

� 入力パラメータに NULLがある場合

� lhsコレクションと rhsコレクションの型が一致しない場合

� lhsコレクションの上限が rhsコレクション内の現行の要素数より小さい場合

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollAssignElem()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollAssignElem()

用途用途用途用途
指定の要素値 elemを coll[Index]の要素に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCICollAssignElem ( OCIEnv           *env, 
                          OCIError         *err, 
                          sb4              index, 
                          CONST dvoid      *elem, 
                          CONST dvoid      *elemind, 
                          OCIColl          *coll );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

index (IN)
割当て先となる要素の索引です。

elem (IN)
割当て元となる要素（ソース要素）です。

elemind (IN) [optional]
要素の NULL標識情報へのポインタ。"elemind == NULL"の場合、割り当てられた要素の
NULL標識情報は、NULL以外に設定されます。

coll (IN/OUT)
更新されるコレクションです。

コメントコメントコメントコメント
コレクションの型が NESTED TABLEである場合、要素が削除されているときと同様に、指
定の索引位置に要素が存在しない場合があります。このような場合は、indexの位置に指定
の要素が挿入されます。それ以外の場合は、indexの位置にある要素が elemの値で更新され
ます。  

指定の要素はディープコピーされること、elemは厳密に入力パラメータであることに注意し
てください。 
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
この関数は、入力パラメータに NULLがあるか、指定の索引が指定のコレクションの上限を
超えている場合にエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollAssign()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollGetElem()

用途用途用途用途
指定の索引位置にある要素のポインタを取得します。

構文構文構文構文
sword OCICollGetElem ( OCIEnv           *env, 
                       OCIError         *err, 
                       CONST OCIColl    *coll, 
                       sb4              index, 
                       boolean          *exists, 
                       dvoid            **elem, 
                       dvoid            **elemind );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
このコレクション内の要素のポインタが戻されます。

index (IN)
ポインタが戻される要素の索引です。

exists (OUT)
指定した索引の要素が存在しない場合は FALSEに設定されます。そうでない場合は TRUE
に設定されます。

elem (OUT)
要求する要素のアドレスが戻されます。

elemind (OUT) [optional]
NULL標識情報のアドレスが戻されます。"elemind == NULL"の場合、NULL標識情報は戻
されません。

コメントコメントコメントコメント
指定の位置にある要素のアドレスを取得します。また、この関数は、オプションで要素の
NULL標識情報のアドレスを戻します。
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
コレクションの各要素の型と対応する要素ポインタの型を次の表に示します。要素ポインタ
は OCICollGetElem()の elemパラメータによって戻されます。

OCICollGetElem()で戻される要素ポインタは、要素データにアクセスするために使用できる
書式のみでなく、割当て文のターゲットとして使用できる書式の場合もあります。

たとえば、要素型がオブジェクト参照（OCIRef*）であるコレクションの要素を反復すると
します。OCICollGetElem()のコールにより、参照ハンドル（OCIRef**）のポインタが戻りま
す。 コレクション要素のポインタを取得した後、新しい参照を割り当てることでそれを修正
できます。 

これは、次のような REF割当て関数によって実行できます。

sword OCIRefAssign( OCIEnv       *env, 
                    OCIError     *err, 
                    CONST OCIRef *source, 
                    OCIRef       **target );

OCIRefAssign()の targetパラメータの型は OCIRef**であることに注意してください。 した
がって OCICollGetElem()は、OCIRef**を戻します。 *targetが NULLの場合は、
OCIRefAssign()によって新しい REFが割り当てられ、targetパラメータを介して戻されます。

同様に、コレクション要素がタイプ文字列（OCIString*）のものである場合、
OCICollGetElem() はポインタを文字列ハンドル（つまり OCIString**）に戻します。
OCIStringAssign()または OCIStringAssignText()を介して新しい文字列を割り当てる場合は、
ターゲットの型は OCIString **にしてください。

コレクションの要素型が Oracle番号の場合、OCICollGetElem()は OCINumber*を戻しま
す。OCINumberAssign()のプロトタイプを次に示します。

sword OCINumberAssign(OCIError        *err, 
                      CONST OCINumber *from,
                      OCINumber       *to);

要素型要素型要素型要素型 *elemの設定の設定の設定の設定

Oracle番号（OCINumber） OCINumber*

日付（OCIDate） OCIDate*

可変長文字列（OCIString*） OCIString**

可変長 raw（CIraw*） OCIRaw**

オブジェクト参照（OCIRef*） OCIRef**

LOBロケータ（OCILobLocator*） OCILobLocator**

オブジェクト型（personなど） person*
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollAssignElem()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollIsLocator()

用途用途用途用途
コレクションがロケータベースであるかどうかを示します。

構文構文構文構文
sword OCICollIsLocator ( OCIEnv *env, 
                         OCIError *err,
                         CONST OCIColl *coll, 
                         boolean *result ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
コレクション項目。 

result (OUT)
コレクション項目がロケータベースである場合は TRUEを戻します。それ以外の場合は
FALSEを戻します。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、コレクションがロケータベースであるかどうかを確認するためのテストを行い
ます。コレクション項目がロケータベースである場合は resultパラメータに TRUEを戻しま
す。それ以外の場合は FALSEを戻します。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollMax()

用途用途用途用途
指定のコレクションの最大サイズを要素数単位で取得します。

構文構文構文構文
sb4 OCICollMax ( OCIEnv           *env,
                 CONST OCIColl    *coll );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

coll (IN)
要素数が戻されるコレクション。collは有効なコレクション記述子を指している必要があり
ます。

コメントコメントコメントコメント
指定されたコレクションが保持できる要素の最大数を戻します。値 0（ゼロ）は、そのコレ
クションには上限がないことを示します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定のコレクションの上限。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollSize()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollSetUpdateStatus()

用途用途用途用途
コレクションの更新状況を設定します。

構文構文構文構文
sword OCICollSetUpdateStatus ( OCIEnv *env,
                               OCIError *err, 
                               OCIColl *coll,
                               ub1 status );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
更新状況が設定されるコレクション。

status (IN)
コレクションの状況。可能な値は次のとおりです。

� OCICOLL_DIRTY - 更新マークの設定

� OCICOLL_NOT_DIRTY - 非使用済マークの設定

コメントコメントコメントコメント
この関数は、コレクションの状況を設定して、コレクションに更新（使用済）マークを設定
する必要があるかどうか、または非使用済マークを設定する必要があるかどうかを示しま
す。

 関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollSize()

用途用途用途用途
指定のコレクションのカレント・サイズを要素数単位で取得します。

構文構文構文構文
sword OCICollSize ( OCIEnv           *env,
                    OCIError         *err,
                    CONST OCIColl    *coll 
                    sb4              *size );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
要素の数が戻されるコレクションです。 有効なコレクション識別子を指し示している必要が
あります。

size (OUT)
コレクション内の現行の要素数です。

コメントコメントコメントコメント
指定されたコレクションの現行の要素数を戻します。 NESTED TABLEの場合、要素を削除
してもこのカウントは減分されません。したがって、このカウントには要素の削除によって
発生した空きが含まれています。切捨て操作（OCICollTrim()）は、切り捨てられた要素の数
のみこのカウントを減分します。 削除済の要素を差し引いたカウントを取得するには、
OCITableSize()を使用します。 

次の擬似コードで例をいくつか示します。

OCICollSize(...); 
// assume 'size' returned is equal to 5
OCITableDelete(...); // delete one element
OCICollSize(...);
// 'size' returned is still 5

削除済の要素を差し引いたカウントを取得するには、OCITableSize()を使用します。 前述の例
を続けます。
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCITableSize(...)
// 'size' returned is equal to 4

切捨て操作（OCICollTrim()）は、切り捨てられた要素の数のみこのカウントを減分します。 
前述の例を続けます。

OCICollTrim(..,1..); // trim one element
OCICollSize(...);
// 'size' returned is equal to 4

この関数は、コレクションのオブジェクト・キャッシュへのロード中にエラーが発生した場
合または入力パラメータに NULLがある場合にエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollMax()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCICollTrim()

用途用途用途用途
指定数の要素をコレクションの最後から切り捨てます。

構文構文構文構文
sword OCICollTrim ( OCIEnv         *env, 
                    OCIError       *err, 
                    sb4            trim_num, 
                    OCIColl        *coll );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

trim_num (IN)
切り捨てる要素数です。

coll (IN/OUT)
この関数は、trim_num要素を collの最後から削除（解放）します。

コメントコメントコメントコメント
要素は、コレクションの末尾から削除されます。 trim_numがコレクションのカレント・サイ
ズよりも大きい場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCICollSize()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterCreate()

用途用途用途用途
要素またはコレクションをスキャンするためのイテレータを作成します。

構文構文構文構文
sword OCIIterCreate ( OCIEnv               *env, 
                      OCIError             *err, 
                      CONST OCIColl        *coll, 
                      OCIIter              **itr );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
スキャンするコレクションです。Oracle8i OCIでは、有効なコレクション型として
VARRAYと NESTED TABLEが含まれています。

itr (OUT)
割り当てられたコレクション・イテレータのアドレスは、この関数で戻されます。

コメントコメントコメントコメント
イテレータは、オブジェクト・キャッシュの中に作成されます。イテレータは、コレクショ
ンの先頭を指すように初期化されます。 

イテレータの作成直後に OCIIterNext()をコールした場合は 、コレクションの最初の要素が
戻ります。イテレータの作成直後に OCIIterPrev()をコールした場合は、「コレクションの先
頭にいる」ことを示すエラーが戻ります。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIIterDelete()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterDelete()

用途用途用途用途
コレクション・イテレータを削除します。

構文構文構文構文
sword OCIIterDelete ( OCIEnv           *env, 
                      OCIError         *err, 
                      OCIIter          **itr );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

itr (IN/OUT)
戻す前に破棄され NULLに設定されたコレクション・イテレータ

コメントコメントコメントコメント
OCIIterCreate()のコールで以前に作成されたイテレータを削除します。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIIterCreate()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterGetCurrent()

用途用途用途用途
カレント・イテレータ・コレクション要素のポインタを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIIterGetCurrent ( OCIEnv            *env, 
                          OCIError          *err, 
                          CONST OCIIter     *itr, 
                          dvoid             **elem, 
                          dvoid             **elemind );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

itr (IN)
カレント要素を指すイテレータ。

elem (OUT)
イテレータが参照した要素のアドレスが戻されます。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識情報のアドレスが戻されます。"elem_ind == NULL"の場合、NULL標識
情報は戻されません。

コメントコメントコメントコメント
カレント・イテレータ・コレクション要素のポインタとそれに対応する NULL情報を戻しま
す。 この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIIterNext()、OCIIterPrev()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterInit()

用途用途用途用途
コレクションをスキャンするためのイテレータを初期化します。

構文構文構文構文
sword OCIIterInit ( OCIEnv              *env, 
                    OCIError            *err, 
                    CONST OCIColl       *coll, 
                    OCIIter             *itr );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

coll (IN)
スキャンするコレクションです。 Oracle8iでは、有効なコレクション型として VARRAYと
NESTED TABLEが含まれています。

itr (IN/OUT)
割り当てられたコレクション・イテレータへのポインタ。

コメントコメントコメントコメント
イテレータが、指定したコレクションの先頭を指すように初期化します。 入力パラメータに
NULLがある場合はエラーを戻します。 この関数を使用すると次のことができます。 

� コレクションの先頭を指すようにイテレータをリセットします。

� 割当て済のイテレータを再利用して別のコレクションをスキャンします。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterNext()

用途用途用途用途
次のイテレータ・コレクション要素のポインタを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIIterNext ( OCIEnv            *env,
                    OCIError          *err, 
                    OCIIter           *itr, 
                    dvoid             **elem,
                    dvoid             **elemind,
                    boolean           *eoc);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

itr (IN/OUT)
次の要素を指すようにイテレータを更新します。

elem (OUT)
イテレータが次要素を指すように更新された後、要素のアドレスを戻します。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識情報のアドレスが戻されます。"elem_ind == NULL"の場合、NULL標識
情報は戻されません。

eoc (OUT)
イテレータがコレクションの末尾にある（つまり次の要素が存在しない）場合は TRUE、そ
れ以外の場合は FALSEとなります。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、次のイテレータ・コレクション要素のポインタおよびそれに対応する NULL情
報を戻します。また、次の要素を指すようにイテレータを更新します。

この関数の実行前にイテレータがコレクションの最後の要素を指している場合は、 この関数
をコールすると eocフラグに TRUEが設定されます。この場合、イテレータは更新されませ
ん。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-23



OCIコレクションおよびイテレータ関数
関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIIterGetCurrent()、OCIIterPrev()
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
OCIIterPrev()

用途用途用途用途
直前のイテレータ・コレクション要素のポインタを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIIterPrev ( OCIEnv            *env, 
                    OCIError          *err, 
                    OCIIter           *itr, 
                    dvoid             **elem, 
                    dvoid             **elemind,
                    boolean           *boc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

itr (IN/OUT)
前の要素を指すように更新されるイテレータ。

elem (OUT)
イテレータが前の要素を指すように更新された後に戻される、前の要素のアドレス。

elemind (OUT) [optional]
要素の NULL標識のアドレス。"elem_ind == NULL"の場合、NULL標識は戻されません。

boc (OUT)
イテレータがコレクションの最初にある（つまり前の要素が存在しない）場合は TRUE、そ
れ以外の場合は FALSEとなります。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、直前のイテレータ・コレクション要素のポインタおよびそれに対応する NULL
情報を戻します。イテレータは、前の要素を指すように更新されます。 

この関数の実行前にイテレータがコレクションの最初の要素を指している場合は、この関数
をコールすると bocフラグに TRUEが設定されます。この場合、イテレータは更新されませ
ん。

この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。
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OCIコレクションおよびイテレータ関数
関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIIterGetCurrent()、OCIIterNext()
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OCI日付関数
OCI日付関数日付関数日付関数日付関数
この項では、OCI日付関数について説明します。

表表表表 17-3  OCI日付関数クイック・リファレンス日付関数クイック・リファレンス日付関数クイック・リファレンス日付関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIDateAddDays() 日数の加算または減算を行います。 17-28ページ

OCIDateAddMonths() 月の加算または減算を行います。 17-29ページ

OCIDateAssign() 日付を割り当てます。 17-30ページ

OCIDateCheck() 指定の日付が有効かどうかをチェックします。 17-31ページ

OCIDateCompare() 日付を比較します。 17-33ページ

OCIDateDaysBetween() 2つの日付の間にある日数を取得します。 17-34ページ

OCIDateFromText() 文字列を日付に変換します。 17-35ページ

OCIDateGetDate() 日付の日付部分を取得します。 17-37ページ

OCIDateGetTime() 日付の時刻部分を取得します。 17-38ページ

OCIDateLastDay() 月末の日付を取得します。 17-39ページ

OCIDateNextDay() 翌日の日付を取得します。 17-40ページ

OCIDateSetDate() 日付の日付部分を設定します。 17-41ページ

OCIDateSetTime() 日付の時刻部分を設定します。 17-42ページ

OCIDateSysDate() 現行のシステム日付および時刻を取得します。 17-43ページ

OCIDateToText() 日付を文字列に変換します。 17-44ページ

OCIDateZoneToZone() あるタイム・ゾーンの日付を別のゾーンの日付に変換します。 17-46ページ
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OCI日付関数
OCIDateAddDays()

用途用途用途用途
指定の日付に日数を加算または減算します。

構文構文構文構文
sword OCIDateAddDays ( OCIError          *err,
                       CONST OCIDate     *date, 
                       sb4               num_days,
                       OCIDate           *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
加算または減算の対象となる指定の日付。

num_days (IN)
加算または減算される日数。マイナス値の場合減算となります。

result (IN/OUT)
dateに対して日数を加算または減算した結果。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateAddMonths()
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OCI日付関数
OCIDateAddMonths()

用途用途用途用途
指定の日付に月数を加算または減算します。

構文構文構文構文
sword OCIDateAddMonths ( OCIError            *err,
                         CONST OCIDate       *date,
                         sb4                 num_months,
                         OCIDate             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
加算または減算の対象となる指定の日付。

num_months (IN)
加算または減算される月数。マイナス値の場合減算となります。

result (IN/OUT)
dateに対して日数を加算または減算した結果。

コメントコメントコメントコメント
入力された dateが月末の場合は、出力される日付も月末になるように適切な調整が行われま
す。たとえば、2月 28日＋ 1か月＝ 3月 31日、11月 30日－ 3か月＝ 8月 31日となりま
す。それ以外の場合、result日付の日は dateの日と同じになります。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateAddDays()
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-29



OCI日付関数
OCIDateAssign()

用途用途用途用途
日付の割当てを実行します。

構文構文構文構文
sword OCIDateAssign ( OCIError         *err,
                      CONST OCIDate    *from, 
                      OCIDate          *to );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

from (IN)
割り当てる日付です。

to (OUT)
割当てのターゲットです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、ある OCIDate変数の値を別の変数に割り当てます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateCheck()
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OCI日付関数
OCIDateCheck()

用途用途用途用途
指定の日付が有効かどうかをチェックします。

構文構文構文構文
sword OCIDateCheck ( OCIError          *err,
                     CONST OCIDate     *date, 
                     uword             *valid );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
チェックする日付です。

valid (OUT)
有効な日付に対して 0（ゼロ）を戻します。それ以外の場合は、次のように指定されたすべ
てのエラー・ビットの ORによる組合せを戻します。 

マクロ名マクロ名マクロ名マクロ名 ビット数ビット数ビット数ビット数 エラーエラーエラーエラー

OCI_DATE_INVALID_DAY 0x1 無効な日

OCI_DATE_DAY_BELOW_VALID 0x2 無効な日の、有効な日に対する大 /小
を示すビット（1=小）

OCI_DATE_INVALID_MONTH 0x4 無効な月

OCI_DATE_MONTH_BELOW_VALID 0x8 無効な月の、有効な月に対する大 /小
を示すビット（1=小）

OCI_DATE_INVALID_YEAR 0x10 無効な年

OCI_DATE_YEAR_BELOW_VALID 0x20 無効な年の、有効な年に対する大 /小
を示すビット（1=小）

OCI_DATE_INVALID_HOUR 0x40 無効な時刻（時）

OCI_DATE_HOUR_BELOW_VALID 0x80 無効な時刻（時）の、有効な時刻（時）
に対する大 /小を示すビット（1=小）

OCI_DATE_INVALID_MINUTE 0x100 無効な時刻（分）
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OCI日付関数
たとえば、渡された日付が 2/0/1990 25:61:10（月 /日 /年 時 :分 :秒書式）の場合は、次の
エラーが戻されます。

OCI_DATE_INVALID_DAY | OCI_DATE_DAY_BELOW_VALID | OCI_DATE_INVALID_HOUR | 
   OCI_DATE_INVALID_MINUTE.

コメントコメントコメントコメント
この関数は、dateまたは validポインタが NULLの場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateCompare()

OCI_DATE_MINUTE_BELOW_VALID 0x200 無効な時刻（分）の、有効な時刻（分）
に対する大 /小を示すビット（1=小）

OCI_DATE_INVALID_SECOND 0x400 無効な時刻（秒）

OCI_DATE_SECOND_BELOW_
VALID

0x800 無効な時刻（秒）の、有効な時刻（秒）
に対する大 /小を示すビット（1=小）

OCI_DATE_DAY_MISSING_FROM_
1582

0x1000 日が 1582から欠落しています。

OCI_DATE_YEAR_ZERO 0x2000 年が 0（ゼロ）に等しくありません。

OCI_DATE_INVALID_FORMAT 0x8000 無効な日付書式入力

マクロ名マクロ名マクロ名マクロ名 ビット数ビット数ビット数ビット数 エラーエラーエラーエラー
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OCI日付関数
OCIDateCompare()

用途用途用途用途
2つの日付を比較します。

構文構文構文構文
sword OCIDateCompare ( OCIError           *err, 
                       CONST OCIDate      *date1, 
                       CONST OCIDate      *date2,
                       sword              *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date1、、、、date2 (IN)
比較する日付です。

result (OUT)
比較結果は次のとおりです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateCheck()

比較結果比較結果比較結果比較結果 resultパラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力

date1 < date2 -1

date1 = date2 0

date1 > date2 1
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OCI日付関数
OCIDateDaysBetween()

用途用途用途用途
2つの日付間の日数を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDateDaysBetween ( OCIError            *err, 
                           CONST OCIDate       *date1, 
                           CONST OCIDate       *date2, 
                           sb4                 *num_days );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date1 (IN)
入力日付です。

date2 (IN)
入力日付です。

num_days (OUT)
date1と date2の間の日数。

コメントコメントコメントコメント
date1と date2の間の日数の計算時には、時刻は無視されます。

この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateCheck()
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OCI日付関数
OCIDateFromText()

用途用途用途用途
指定された書式に従って、文字列を日付型に変換します。

構文構文構文構文
sword OCIDateFromText ( OCIError           *err,
                        CONST text         *date_str, 
                        ub4                d_str_length, 
                        CONST text         *fmt,
                        ub1                fmt_length, 
                        CONST text         *lang_name,
                        ub4                lang_length, 
                        OCIDate            *date );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date_str (IN)
Oracle日付に変換される入力文字列です。

d_str_length (IN)
入力文字列のサイズです。長さが -1の場合は、date_strは NULL終了の文字列として処理さ
れます。

fmt (IN)
変換書式です。fmtが NULLポインタの場合、文字列は 'DD-MON-YY'書式になります。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さです。

lang_name (IN)
日および月の名前と省略が指定される言語です。lang_name がNULL文字列（text *）0の場
合は、そのセッションのデフォルト言語が使用されます。

lang_length (IN)
lang_nameパラメータの長さです。

date (OUT)
日付に変換された指定文字列です。
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コメントコメントコメントコメント
書式および NLS引数についての説明は、『Oracle8i SQLリファレンス』の第 4章にある TO_
DATE変換関数を参照してください。

この関数は、無効な書式、言語または入力文字列を受け取った場合にエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateToText()
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OCI日付関数
OCIDateGetDate()

用途用途用途用途
Oracle日付に格納されている年月日を取得します。

構文構文構文構文
void OCIDateGetDate ( CONST OCIDate    *date,
                      sb2              *year,
                      ub1              *month, 
                      ub1              *day ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

date (IN)
年、月、日データの取出し元となる Oracle日付です。

year (OUT)
戻される年値です。

month (OUT)
戻される月値です。

day (OUT)
戻される日付値です。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDateSetDate()、OCIDateGetTime()
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OCI日付関数
OCIDateGetTime()

用途用途用途用途
Oracle日付に格納されている時刻を取得します。

構文構文構文構文
void OCIDateGetTime ( CONST OCIDate    *date,
                      ub1              *hour,
                      ub1              *min, 
                      ub1              *sec );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

date (IN)
時間データの取出し元となる Oracle日付です。

hour (OUT)
戻される時間値です。

min (OUT)
戻される分値です。

sec (OUT)
戻される秒値です。

コメントコメントコメントコメント
時、分、秒の時刻情報を戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDateSetTime()、OCIDateGetDate()
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OCI日付関数
OCIDateLastDay()

用途用途用途用途
指定された日付の月の最後の日の日付を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDateLastDay ( OCIError            *err,
                       CONST OCIDate       *date,
                       OCIDate             *last_day );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
入力日付です。

last_day (OUT)
dateの月の最後の日付。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、無効な日付が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateGetDate()
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-39



OCI日付関数
OCIDateNextDay()

用途用途用途用途
指定した日付以降で最初の曜日の日付を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDateNextDay ( OCIError            *err,
                       CONST OCIDate       *date,
                       CONST text          *day, 
                       ub4                 day_length,
                       OCIDate             *next_day );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
戻される日付は、この日付よりも後になります。

day (IN)
これによって指定された週の最初の日が戻されます。

day_length (IN)
文字列 dayのバイト長。

next_day (OUT)
date以降最初の、dayによって指定された曜日の日付。

コメントコメントコメントコメント
date以降最初の、day によって指定された曜日の日付を戻します。

例例例例
1996年 4月 18日（木曜日）の次の月曜日の日付を取得します。

OCIDateNextDay(&err, '18-APR-96', 'MONDAY', strlen('MONDAY'), &next_day)

OCIDateNextDay()は '22-APR-96'を戻します。

この関数は、無効な日付または曜日が渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateGetDate()
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OCI日付関数
OCIDateSetDate()

用途用途用途用途
Oracle日付に値を設定します。

構文構文構文構文
void OCIDateSetDate ( OCIDate    *date, 
                      sb2        year, 
                      ub1        month, 
                      ub1        day );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

date (OUT)
時間データ設定の対象となる Oracle日付です。

year (IN)
設定する年値です。

month (IN)
設定する月値です。

day (IN)
設定する日値です。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDateGetDate()
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OCI日付関数
OCIDateSetTime()

用途用途用途用途
Oracle日付に時刻情報を設定します。

構文構文構文構文
void OCIDateSetTime ( OCIDate    *date,
                      ub1        hour, 
                      ub1        min, 
                      ub1        sec ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

date (OUT)
時間データ設定の対象となる Oracle日付です。

hour (IN)
設定する時間値です。

min (IN)
設定する分値です。

sec (IN)
設定する秒値です。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDateGetTime()
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OCI日付関数
OCIDateSysDate()

用途用途用途用途
クライアントの現行のシステム日付およびシステム時刻を取得します。

構文構文構文構文
sword OCIDateSysDate ( OCIError       *err,
                       OCIDate        *sys_date );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

sys_date (OUT)
クライアントの現行日付およびシステム時刻。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCI日付関数
OCIDateToText()

用途用途用途用途
日付型を文字列に変換します。

構文構文構文構文
sword OCIDateToText ( OCIError           *err, 
                      CONST OCIDate      *date, 
                      CONST text         *fmt, 
                      ub1                fmt_length, 
                      CONST text         *lang_name,
                      ub4                lang_length, 
                      ub4                *buf_size, 
                      text               *buf );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date (IN)
変換する Oracle日付です。

fmt (IN)
変換書式。NULL文字列ポインタ、つまり (text *) 0の場合、日付はデフォルト日付書
式 DD-MON-YYの文字列に変換されます。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さです。

lang_name (IN)
月および日の名前と省略形が戻される言語を指定します。lang_nameが NULL （(text *) 
0）の場合、セッションのデフォルト言語が使用されます。

lang_length (IN)
lang_nameパラメータの長さです。

buf_size (IN/OUT)
� バッファのサイズです（IN）。

� このパラメータ（OUT）に、結果の文字列のサイズが戻されます。

buf (OUT)
変換された文字列が配置されるバッファです。
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OCI日付関数
コメントコメントコメントコメント
指定された日付を指定の書式の文字列に変換します。変換された NULLで終わる日付文字列
は、bufに格納されます。

書式および NLS引数の説明は、『Oracle8i SQLリファレンス』 の第 4章にある TO_DATE変
換関数を参照してください。

この関数は、バッファが小さすぎる場合または無効な書式や認識できない言語が渡された場
合はエラーを戻します。 オーバーフローもエラーの原因となります。たとえば、値 10を書式
9に変換すると、エラーが発生します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateFromText()
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OCI日付関数
OCIDateZoneToZone()

用途用途用途用途
あるタイム・ゾーンの日付を別のタイム・ゾーンの日付に変換します。

構文構文構文構文
sword OCIDateZoneToZone ( OCIError           *err, 
                          CONST OCIDate      *date1, 
                          CONST text         *zon1,
                          ub4                zon1_length, 
                          CONST text         *zon2, 
                          ub4                zon2_length, 
                          OCIDate            *date2 );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

date1 (IN)
変換する日付です。

zon1 (IN)
入力日付のゾーンです。

zon1_length (IN)
zon1のバイト長。

zon2 (IN)
変換先のゾーン。

zon2_length (IN)
zon2のバイト長。

date2 (OUT)
変換日付（zon2での）。

コメントコメントコメントコメント
タイム・ゾーン zon1の指定の日付 date1を、タイム・ゾーン zon2の日付 date2に変換しま
す。

有効なゾーン文字列のリストは、『Oracle8i SQLリファレンス』の第 4章の NEW_TIME関
数の説明を参照してください。 有効なゾーン文字列には次のようなものがあります。

� AST（大西洋標準時）
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OCI日付関数
� ADT（大西洋夏時間）

� BST（ベーリング標準時）

� BDT（ベーリング夏時間）

この関数は、無効な日付またはタイム・ゾーンが渡された場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIDateCheck()
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OCI数値関数
OCI数値関数数値関数数値関数数値関数
この項では、OCI数値関数について説明します。

表表表表 17-4  OCI数値関数クイック・リファレンス数値関数クイック・リファレンス数値関数クイック・リファレンス数値関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCINumberAbs() 絶対値を計算します。 17-50ページ

OCINumberAdd() 数値を加算します。 17-51ページ

OCINumberArcCos() アーク・コサインを計算します。 17-52ページ

OCINumberArcSin() アーク・サインを計算します。 17-53ページ

OCINumberArcTan() アーク・タンジェントを計算します。 17-54ページ

OCINumberArcTan2() 2つの数値のアーク・タンジェントを計算します。 17-55ページ

OCINumberAssign() ある数値を別の数値に代入します。 17-56ページ

OCINumberCeil() 数値の上限を計算します。 17-57ページ

OCINumberCmp() 数値を比較します。 17-58ページ

OCINumberCos() コサインを計算します。 17-59ページ

OCINumberDec() OCI数値を減分します。 17-60ページ

OCINumberDiv() 2つの数を除算します。 17-61ページ

OCINumberExp() eを指定の Oracle番号で累乗します。 17-62ページ

OCINumberFloor() 数値の下限を計算します。 17-63ページ

OCINumberFromInt() 整数を Oracle番号に変換します。 17-64ページ

OCINumberFromReal() 実数を Oracle番号に変換します。 17-65ページ

OCINumberFromText() 文字列を Oracle番号に変換します。 17-66ページ

OCINumberHypCos() 双曲線コサインを計算します。 17-68ページ

OCINumberHypSin() 双曲線サインを計算します。 17-69ページ

OCINumberHypTan() 双曲線タンジェントを計算します。 17-70ページ

OCINumberInc() Oracle番号を増分します。 17-71ページ

OCINumberIntPower() 指定の底を整数で累乗します。 17-72ページ

OCINumberIsInt() 数値が整数かどうかをテストします。 17-73ページ

OCINumberIsZero() 数値が 0（ゼロ）かどうかをテストします。 17-74ページ
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OCI数値関数
OCINumberLn() 自然対数を計算します。 17-75ページ

OCINumberLog() 任意の底に対する対数を計算します。 17-76ページ

OCINumberMod() 除算の余り 17-77ページ

OCINumberMul() 数値を乗算します。 17-78ページ

OCINumberNeg() 数値を負の数にします。 17-79ページ

OCINumberPower() 底 eを累乗します。 17-80ページ

OCINumberPrec() 数値を指定の小数点以下の桁数に丸めます。 17-81ページ

OCINumberRound() Oracle番号を指定の小数点以下の桁数に丸めます。 17-82ページ

OCINumberSetPi() 数値を Piに初期化します。 17-83ページ

OCINumberSetZero() 数値を 0（ゼロ）に初期化します。 17-84ページ

OCINumberShift() 10の累乗を乗算し、小数点以下を指定の桁数にします。 17-85ページ

OCINumberSign() Oracle番号の符号を取得します。 17-86ページ

OCINumberSin() サインを計算します。 17-87ページ

OCINumberSqrt() 数値の平方根を計算します。 17-88ページ

OCINumberSub() 数値を減算します。 17-89ページ

OCINumberTan() タンジェントを計算します。 17-90ページ

OCINumberToInt() Oracle番号を整数に変換します。 17-91ページ

OCINumberToReal() Oracle番号を実数に変換します。 17-92ページ

OCINumberToText() Oracle番号を文字列に変換します。 17-93ページ

OCINumberTrunc() Oracle番号を指定の小数点以下の桁数で切り捨てます。 17-95ページ

表表表表 17-4  OCI数値関数クイック・リファレンス（続き）数値関数クイック・リファレンス（続き）数値関数クイック・リファレンス（続き）数値関数クイック・リファレンス（続き）

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ
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OCI数値関数
OCINumberAbs()

用途用途用途用途
Oracle番号の絶対値を計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberAbs ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
入力数値です。

result (OUT)
入力数値の絶対値です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberSign()
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OCI数値関数
OCINumberAdd()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号を加算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberAdd ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1、、、、number2 (IN)
加算される数値です。

result (OUT)
number1を number2に加算した結果。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberSub()
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OCI数値関数
OCINumberArcCos()

用途用途用途用途
Oracle番号のアーク・コサインをラジアン単位で求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberArcCos ( OCIError            *err, 
                        CONST OCINumber     *number, 
                        OCINumber           *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
アーク・コサインの引数です。

result (OUT)
ラジアンのアーク・コサインの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合、または numberが -1より小さいか numberが 1
より大きい場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberCos()
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OCI数値関数
OCINumberArcSin()

用途用途用途用途
Oracle番号のアーク・サインをラジアン単位で求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberArcSin ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
アーク・サインの引数です。

result (OUT)
ラジアンのアーク・サインの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合、または numberが -1より小さいか numberが 1
より大きい場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberSin()
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OCI数値関数
OCINumberArcTan()

用途用途用途用途
Oracle番号のアーク・タンジェントをラジアン単位で求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberArcTan ( OCIError             *err, 
                        CONST OCINumber      *number, 
                        OCINumber            *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
アーク・タンジェントの引数です。

result (OUT)
ラジアンのアーク・タンジェントの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberTan()
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OCI数値関数
OCINumberArcTan2()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号のアーク・タンジェントを求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberArcTan2 ( OCIError              *err, 
                         CONST OCINumber       *number1, 
                         CONST OCINumber       *number2,
                         OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1 (IN)
アーク・タンジェントの引数 1です。

number2 (IN)
アーク・タンジェントの引数 2です。

result (OUT)
ラジアンのアーク・タンジェントの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合、または number2が 0（ゼロ）の場合はエラーを
戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberTan()
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OCI数値関数
OCINumberAssign()

用途用途用途用途
ある Oracle番号を別の Oracle番号に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCINumberAssign ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *from, 
                        OCINumber             *to );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

from (IN)
割り当てる番号です。

to (OUT)
コピー先の番号です。

コメントコメントコメントコメント
fromによって識別される数値を、toによって識別される数値に代入します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberCmp()
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OCI数値関数
OCINumberCeil()

用途用途用途用途
Oracle番号の上限値を計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberCeil ( OCIError              *err, 
                      CONST OCINumber       *number, 
                      OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
入力数値です。

result (OUT)
入力数値の上限値を含む出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberFloor()
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-57



OCI数値関数
OCINumberCmp()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号を比較します。

構文構文構文構文
sword OCINumberCmp ( OCIError            *err,
                     CONST OCINumber     *number1, 
                     CONST OCINumber     *number2,
                     sword               *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1、、、、number2 (IN)
比較する数値です。

result (OUT)
比較結果は次のとおりです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberAssign()

比較結果比較結果比較結果比較結果 resultパラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力

number1 < number2 負数

number1 = number2 0

number1 > number2 正数
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OCI数値関数
OCINumberCos()

用途用途用途用途
Oracle番号のコサインをラジアン単位で計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberCos ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
ラジアンのコサインの引数です。

result (OUT)
コサインの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberArcCos()
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OCI数値関数
OCINumberDec()

用途用途用途用途
OCINumberを減分します。

構文構文構文構文
OCINumberInc ( OCIError *err, 
               OCINumber *number );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN/OUT)
減分される正数の Oracle番号。

   コメントコメントコメントコメント
Oracle番号を適切に減分します。入力値は 0～ 100^21-2の整数であると見なされます。入
力値が大きすぎる場合は、0（ゼロ）として扱われ、その結果、Oracle番号は 1になります。
入力値が正の整数でない場合は、予想できない結果になります。

この関数は、入力数値が NULLの場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCINumberInc()、OCINumberInc()
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OCI数値関数
OCINumberDiv()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号を除算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberDiv ( OCIError               *err,
                     CONST OCINumber        *number1, 
                     CONST OCINumber        *number2,
                     OCINumber              *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1 (IN)
分子へのポインタです。

number2 (IN)
分母へのポインタです。

result (OUT)
除算結果です。

コメントコメントコメントコメント
number1を number2で除算し、その結果を resultに戻します。

この関数は、次の場合にエラーを戻します。

� NULLの数値引数がある

� アンダーフロー・エラーがある

� ゼロによる除算エラーがある

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberMul()
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OCI数値関数
OCINumberExp()

用途用途用途用途
eを指定の Oracle番号で累乗します。

構文構文構文構文
sword OCINumberExp ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number,
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
この関数は、eをこの Oracle番号で累乗します。

result (OUT)
指数の出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberLn()
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OCI数値関数
OCINumberFloor()

用途用途用途用途
Oracle番号の下限値を計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberFloor ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number, 
                       OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
入力数値です。

result (OUT)
入力数値の下限値です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberCeil()
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OCI数値関数
OCINumberFromInt()

用途用途用途用途
整数を Oracle番号に変換します。

構文構文構文構文
sword OCINumberFromInt ( OCIError            *err,
                         CONST dvoid         *inum, 
                         uword               inum_length,
                         uword               inum_s_flag,
                         OCINumber           *number );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

inum (IN)
変換する整数へのポインタです。

inum_length (IN)
整数のサイズです。

inum_s_flag (IN)
整数の符号を指定するフラグで、次のものがあります。

� OCI_NUMBER_UNSIGNED - 符号なしの値

� OCI_NUMBER_SIGNED - 符号付きの値

number (OUT)
Oracle番号に変換される指定の整数です。

コメントコメントコメントコメント
これは、システム固有な型変換関数です。ub4や sb2などの Oracle標準マシンネイティブ
整数型を Oracle番号に変換します。

この関数は、数値が大きすぎて Oracle番号に適合しない場合、numberまたは inumが
NULLの場合、または inum_s_flagに無効な符号フラグの値が渡された場合は、エラーを戻
します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberToInt()
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OCI数値関数
OCINumberFromReal()

用途用途用途用途
実数（浮動小数点数）型を Oracle番号に変換します。

構文構文構文構文
sword OCINumberFromReal ( OCIError           *err,
                          CONST dvoid        *rnum,
                          uword              rnum_length,
                          OCINumber          *number );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rnum (IN)
変換する浮動小数点数へのポインタです。

rnum_length (IN)
目的の結果のサイズ。sizeof（{ float | double | long double}）に等しくなります。

number (OUT)
Oracle番号に変換される指定の floatです。

コメントコメントコメントコメント
これは、システム固有な型変換関数です。マシンネイティブ浮動小数点型を Oracle番号に
変換します。

この関数は、numberまたは rnumが NULLであるか、rnum_lengthが 0（ゼロ）の場合はエ
ラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberToReal()
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-65



OCI数値関数
OCINumberFromText()

用途用途用途用途
文字列を Oracle番号に変換します

構文構文構文構文
sword OCINumberFromText ( OCIError           *err, 
                          CONST text         *str, 
                          ub4                str_length,
                          CONST text         *fmt,
                          ub4                fmt_length, 
                          CONST text         *nls_params, 
                          ub4                nls_p_length, 
                          OCINumber          *number );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

str (IN)
Oracle番号に変換する入力文字列です。

str_length (IN)
入力文字列のサイズです。

fmt (IN)
変換書式です。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さです。

nls_params (IN)
NLSフォーマット指定です。NULL 文字列（""）の場合は、セッションのデフォルト・パラ
メータが使用されます。

nls_p_length (IN)
nls_paramsパラメータの長さです。

number (OUT)
数値に変換された指定文字列です。
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OCI数値関数
コメントコメントコメントコメント
指定された文字列を指定の書式の数値に変換します。書式および NLSパラメータの詳細は、
『Oracle8i SQLリファレンス』 の TO_NUMBER 変換関数を参照してください。

この関数は、無効な書式または NLS書式、入力文字列がある場合、numberまたは strが
NULLである場合、str_lengthが 0（ゼロ）である場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberToText()
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OCI数値関数
OCINumberHypCos()

用途用途用途用途
Oracle番号の双曲線コサインを計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberHypCos ( OCIError              *err, 
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
コサイン双曲線の引数です。

result (OUT)
コサイン双曲線の結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告警告警告警告 : Oracle番号のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberHypSin()、OCINumberHypTan()
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OCI数値関数
OCINumberHypSin()

用途用途用途用途
Oracle番号の双曲線サインを計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberHypSin ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number, 
                        OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
サイン双曲線の引数です。

result (OUT)
サイン双曲線の結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告警告警告警告 : Oracle番号のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberHypCos()、OCINumberHypTan()
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OCI数値関数
OCINumberHypTan()

用途用途用途用途
Oracle番号の双曲線タンジェントを計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberHypTan ( OCIError              *err,
                        CONST OCINumber       *number,
                        OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
タンジェント双曲線の引数です。

result (OUT)
タンジェント双曲線の結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

警告警告警告警告 : Oracle番号のオーバーフローは、予想できない結果値が出力される原因となりま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberHypCos()、OCINumberHypSin()
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OCI数値関数
OCINumberInc()

用途用途用途用途
OCINumberを増分します。

構文構文構文構文
OCINumberInc ( OCIError   *err, 
               OCINumber  *number );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN/OUT)
増分される正数の Oracle番号。

   コメントコメントコメントコメント
Oracle番号を適切に増分します。入力値は 0～ 100^21-2の整数であると見なされます。入
力値が大きすぎる場合は、0（ゼロ）として扱われ、その結果、Oracle番号は 1になります。
入力値が正の整数でない場合は、予想できない結果になります。

この関数は、入力数値が NULLの場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCINumberDec()
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OCI数値関数
OCINumberIntPower()

用途用途用途用途
指定の基数を指定の整数で累乗します。

構文構文構文構文
sword OCINumberIntPower ( OCIError             *err, 
                          CONST OCINumber      *base, 
                          CONST sword          exp,
                          OCINumber            *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

base (IN)
指数の基数です。

exp (IN)
基数が累乗される指数です。

result (OUT)
指数の出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberPower()
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OCI数値関数
OCINumberIsInt()

用途用途用途用途
OCINumberが整数かどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCINumberIsInt ( OCIError         *err, 
                       CONST OCINumber  *number,
                       boolean          *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
テストされる数値。

result (OUT)
整数値の場合は TRUE、それ以外の場合は FALSEに設定されます。

   コメントコメントコメントコメント
この関数は、numberまたは resultがNULLの場合にエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberRound()、OCINumberTrunc()
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OCI数値関数
OCINumberIsZero()

用途用途用途用途
指定の数値がゼロに等しいかどうかをテストします。

構文構文構文構文
sword OCINumberIsZero ( OCIError            *err,
                        CONST OCINumber     *number,
                        boolean             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
比較する数値です。

result (OUT)
ゼロの場合は TRUE、それ以外の場合は FALSEが設定されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberSetZero()
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OCI数値関数
OCINumberLn()

用途用途用途用途
Oracle番号の自然対数（底 e）を求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberLn ( OCIError              *err,
                    CONST OCINumber       *number,
                    OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
この数値の対数を計算します。

result (OUT)
対数結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数があるか、numberIが 0（ゼロ）以下の場合はエラーを戻し
ます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberExp()、OCINumberLog()
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OCI数値関数
OCINumberLog()

用途用途用途用途
Oracle番号の任意の基数に対する対数を求めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberLog ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *base, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

base (IN)
対数の基数です。

number (IN)
演算子です。

result (OUT)
対数結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、次の場合にエラーを戻します。

� NULLの数値引数がある

� number <= 0

� base <= 0

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberLn()
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OCI数値関数
OCINumberMod()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号の除算のモジュール（剰余）を取得します。

構文構文構文構文
sword OCINumberMod ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1 (IN)
分子へのポインタです。

number2 (IN)
分母へのポインタです。

result (OUT)
結果の剰余です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、number1または number2が NULLであるか、ゼロ割りエラーがある場合にエ
ラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberDiv()
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OCI数値関数
OCINumberMul()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号を乗算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberMul ( OCIError              *err,
                     CONST OCINumber       *number1, 
                     CONST OCINumber       *number2,
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1 (IN)
乗算する数値です。

number2 (IN)
乗算する数値です。

result (OUT)
乗算結果です。

コメントコメントコメントコメント
number1に number2を乗算し、結果を resultに戻します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberDiv()
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OCI数値関数
OCINumberNeg()

用途用途用途用途
Oracle番号を負の数値にします。

構文構文構文構文
sword OCINumberNeg ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
負にする数値です。

result (OUT)
numberの負の値が入ります。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberAbs()、OCINumberSign()
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OCI数値関数
OCINumberPower()

用途用途用途用途
指定の基数を指定の指数で累乗します。

構文構文構文構文
sword OCINumberPower ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *base, 
                       CONST OCINumber       *number, 
                       OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

base (IN)
指数の基数です。

number (IN)
基数が累乗される指数です。

result (OUT)
指数の出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberExp()
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OCI数値関数
OCINumberPrec()

用途用途用途用途
OCINumberを指定の小数点以下の桁数に丸めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberPrec ( OCIError *err, 
                      CONST OCINumber *number,
                      eword nDigs, 
                      OCINumber *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
精度を設定する数値。

nDigs (IN)
目的の結果の小数点以下の桁数。

result (OUT)
結果。

   コメントコメントコメントコメント
桁数に基づいて、浮動小数点を丸めます。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberRound()
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OCI数値関数
OCINumberRound()

用途用途用途用途
Oracle番号を指定の桁数で丸めます。

構文構文構文構文
sword OCINumberRound ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number,
                       sword                 decplace,
                       OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
丸める数値です。

decplace (IN)
丸める小数点以下の桁数です。 負数も可能です。

result (OUT)
丸めた結果の出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberTrunc()
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OCI数値関数
OCINumberSetPi()

用途用途用途用途
OCINumberを Piに設定します。

構文構文構文構文
void OCINumberSetPi ( OCIError *err, 
                      OCINumber *num );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

num (OUT) 
Piの値に設定される数値。

コメントコメントコメントコメント
指定の数値を Piの値に初期化します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCI数値関数
OCINumberSetZero()

用途用途用途用途
Oracle番号を 0（ゼロ）に初期化します。

構文構文構文構文
void OCINumberSetZero ( OCIError      *err
                        OCINumber     *num ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

num (IN/OUT)
ゼロ値に初期化する数値です。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCI数値関数
OCINumberShift()

用途用途用途用途
数値を 10の累乗で乗算し、小数点を指定の桁に移動します。

構文構文構文構文
sword OCINumberShift ( OCIError         *err, 
                       CONST OCINumber  *number,
                       CONST sword      nDig,
                       OCINumber        *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
桁を移動する Oracle番号。

nDig   (IN)
移動する小数点以下の桁数。

result (OUT)
桁を移動した結果。

   コメントコメントコメントコメント
数値を 10^nDigで乗算し、productに結果を設定します。

この関数は、入力数値が NULLの場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()
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OCI数値関数
OCINumberSign()

用途用途用途用途
Oracle番号の符号を取得します。

構文構文構文構文
sword OCINumberSign ( OCIError             *err, 
                      CONST OCINumber      *number, 
                      sword                *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
符号が戻される数値です。

result (OUT)
可能な値は次のとおりです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、numberまたは resultがNULLの場合にエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberAbs()

numberの値の値の値の値 resultパラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力パラメータの出力

number < 0 -1

number == 0 0

number > 0 1
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OCI数値関数
OCINumberSin()

用途用途用途用途
Oracle番号のサインをラジアン単位で計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberSin ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number, 
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
ラジアン単位でのサインの引数です。

result (OUT)
サインの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberArcSin()
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OCI数値関数
OCINumberSqrt()

用途用途用途用途
Oracle番号の平方根を計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberSqrt ( OCIError           *err,
                     CONST OCINumber     *number, 
                     OCINumber           *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
入力数値です。

result (OUT)
入力数値の平方根を含む出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、numberが NULLまたは負数の場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberPower()
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OCI数値関数
OCINumberSub()

用途用途用途用途
2つの Oracle番号を減算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberSub ( OCIError             *err,
                     CONST OCINumber      *number1, 
                     CONST OCINumber      *number2, 
                     OCINumber            *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number1、、、、number2 (IN)
この関数は、number1から number2を減算します。

result (OUT)
減算結果です。

コメントコメントコメントコメント
number1から number2を減算し、その結果を resultに戻します。

この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberAdd()
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OCI数値関数
OCINumberTan()

用途用途用途用途
Oracle番号のタンジェントをラジアン単位で計算します。

構文構文構文構文
sword OCINumberTan ( OCIError              *err, 
                     CONST OCINumber       *number,
                     OCINumber             *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
ラジアン単位でのタンジェントの引数です。

result (OUT)
タンジェントの結果です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberArcTan()、OCINumberArcTan2()
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OCI数値関数
OCINumberToInt()

用途用途用途用途
Oracle番号型を整数に変換します。

構文構文構文構文
sword OCINumberToInt ( OCIError              *err,
                       CONST OCINumber       *number,
                       uword                 rsl_length,
                       uword                 rsl_flag, 
                       dvoid                 *rsl );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
変換する数値です。

rsl_length (IN)
適切な結果のサイズです。

rsl_flag (IN)
出力値の符号を指定するフラグで、可能な値は次のとおりです。

� OCI_NUMBER_UNSIGNED - 符号なしの値

� OCI_NUMBER_SIGNED - 符号付きの値

rsl (OUT)
結果を保存する領域へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
これは、システム固有な型変換関数です。指定の Oracle番号を ub2、ub4、sb2など、xbn
という書式の整数に変換します。

この関数は、numberまたは rslが NULLの場合、または numberが大きすぎる（オーバーフ
ロー）か小さすぎる（アンダーフロー）場合、 無効な符号フラグの値が rsl_flagに渡されると
エラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberFromInt()
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OCI数値関数
OCINumberToReal()

用途用途用途用途
Oracle番号型を実数に変換します。

構文構文構文構文
sword OCINumberToReal ( OCIError            *err,
                        CONST OCINumber     *number,
                        uword               rsl_length,
                        dvoid               *rsl );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
変換する数値です。

rsl_length (IN)
目的の結果のサイズ。sizeof（{ float | double | long double}）に等しくなります。

rsl (OUT)
結果を保存する領域へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
これは、システム固有な型変換関数です。Oracle番号をマシンネイティブ実数型に変換しま
す。 この関数は、単に最大 LDBL_DIGまたは DBL_DIG、FLT_DIG桁の精度の数値を変換
し、後続するゼロを削除します。これらの定数は、float.hに定義されます。

この関数は、numberまたは rslが NULLであるか、rsl_length = 0の場合はエラーを戻しま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberFromReal()
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OCI数値関数
OCINumberToText()

用途用途用途用途
指定された書式に従って、Oracle番号を文字列に変換します。

構文構文構文構文
sword OCINumberToText ( OCIError             *err,
                        CONST OCINumber      *number, 
                        CONST text           *fmt, 
                        ub4                  fmt_length,
                        CONST text           *nls_params, 
                        ub4                  nls_p_length,
                        ub4                  *buf_size, 
                        text                 *buf );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
変換する Oracle番号です。

fmt (IN)
変換書式です。

fmt_length (IN)
fmtパラメータの長さです。

nls_params (IN)
NLSフォーマット指定です。NULL文字列 "(text *)0"の場合は、そのセッションのデ
フォルト・パラメータが使用されます。

nls_p_length (IN)
nls_paramsパラメータの長さです。

buf_size (IN)
バッファのサイズです。

buf (OUT)
変換された文字列が配置されるバッファです。
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OCI数値関数
コメントコメントコメントコメント
書式および NLSパラメータの詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』 の TO_NUMBER 変換
関数を参照してください。

変換された数字文字列は、最大 buf_sizeバイトまで bufに格納されます。 この関数は、次の
場合にエラーを戻します。

� numberまたは bufが NULLである。

� バッファが小さすぎる場合。

� 書式または NLSフォーマットが無効である場合。

� 数値を指定の書式のテキストに翻訳するときにオーバーフローが発生した場合。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberFromText()
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OCI数値関数
OCINumberTrunc()

用途用途用途用途
Oracle番号を指定の桁数で切り捨てます。

構文構文構文構文
sword OCINumberTrunc ( OCIError             *err,
                       CONST OCINumber      *number, 
                       sword                decplace,
                       OCINumber            *result );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

number (IN)
入力数値です。

decplace (IN)
切り捨てる小数点以下の桁数です。 負数も可能です。

result (OUT)
切捨ての出力です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、NULLの数値引数がある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCINumberRound()
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OCIロー関数
OCIロー関数ロー関数ロー関数ロー関数
この項では、OCIロー関数について説明します。

表表表表 17-5  OCIロー関数クイック・リファレンスロー関数クイック・リファレンスロー関数クイック・リファレンスロー関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIRawAllocSize()  ロー・メモリーに割り当てられたサイズをバイト単位で取得しま
す。

17-97ページ

OCIRawAssignBytes()  ローにロー・バイトを割り当てます。 17-98ページ

OCIRawAssignRaw()  ローにローを割り当てます。 17-99ページ

OCIRawPtr()  ロー・データのポインタを取得します。 17-100ページ

OCIRawResize()  可変長ローのメモリー・サイズを変更します。 17-101ページ

OCIRawSize()  ローのサイズを取得します。 17-102ページ
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OCIロー関数
OCIRawAllocSize()

用途用途用途用途
ロー・メモリーの割当てサイズをバイト単位で取得します。

構文構文構文構文
sword OCIRawAllocSize ( OCIEnv             *env,
                        OCIError           *err,
                        CONST OCIRaw       *raw,
                        ub4                *allocsize );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

raw (IN)
割り当てられたサイズがバイト単位で戻されるロー・データです。これは、NULL以外ポイ
ンタにしてください。

allocsize (OUT)
ロー・メモリーの割当てサイズをバイト単位で戻します。

コメントコメントコメントコメント
割り当てられるサイズは、実際のロー・サイズより大きいかそれに等しくなります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawResize()、OCIRawSize()
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OCIロー関数
OCIRawAssignBytes()

用途用途用途用途
型 ub1*のロー・バイトを Oracleの OCIRaw*データ型に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIRawAssignBytes ( OCIEnv             *env,
                          OCIError           *err, 
                          CONST ub1          *rhs,
                          ub4                rhs_len,
                          OCIRaw             **lhs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rhs (IN)
割当ての右側（ソース）となるデータ型 ub1。

rhs_len (IN)
rhsロー・バイトの長さです。

lhs (IN/OUT)
割当て OCIRawデータの左側（ターゲット）。

コメントコメントコメントコメント
rhsロー・バイトを lhsロー・データ型に割り当てます。 lhsローのサイズは、rhsのサイズに
応じて変更されます。 割り当てられたロー・バイトの型は ub1になります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawAssignRaw()
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OCIロー関数
OCIRawAssignRaw()

用途用途用途用途
ある Oracle RAW データ型を別の Oracle RAWデータ型に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIRawAssignRaw ( OCIEnv             *env,
                        OCIError           *err, 
                        CONST OCIRaw       *rhs, 
                        OCIRaw             **lhs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rhs (IN)
割当ての右辺（ソース）。OCIRawデータ。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。OCIRawデータ。

コメントコメントコメントコメント
rhs ローを lhsローに割り当てます。lhsローのサイズは、rhsのサイズに応じて変更されま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawAssignBytes()
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OCIロー関数
OCIRawPtr()

用途用途用途用途
 ロー・データへのポインタを取得します。

構文構文構文構文
ub1 *OCIRawPtr ( OCIEnv             *env,
                 CONST OCIRaw       *raw );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

raw (IN)
指定されたロー・データのポインタを戻します。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawAssignRaw()
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OCIロー関数
OCIRawResize()

用途用途用途用途
指定の可変長ローのメモリー・サイズを変更します。

構文構文構文構文
sword OCIRawResize ( OCIEnv          *env, 
                     OCIError        *err,
                     ub2             new_size, 
                     OCIRaw          **raw );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

new_size (IN)
バイト単位での新規ロー・データのサイズです。

raw (IN)
可変長ロー・ポインタ。ローのサイズは new_sizeに変更されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュ内の指定の可変長ローのメモリー・サイズを変更し
ます。そのローの以前の内容は保たれません。 この関数は、新しいメモリー・リージョンに
ローを割り当てることがありますが、この場合は指定のローが占有していたメモリーは解放
されます。入力ローが NULL（raw == NULL）の場合、この関数は、ロー・データ用のメモ
リーを割り当てます。

new_sizeが 0（ゼロ）の場合、この関数は rawが占有していたメモリーを解放し、NULLポ
インタ値を戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawAllocSize()、OCIRawSize()
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OCIロー関数
OCIRawSize()

用途用途用途用途
指定のローのサイズをバイト単位で戻します。

構文構文構文構文
ub4 OCIRawSize ( OCIEnv             *env,
                 CONST OCIRaw       *raw );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

raw (IN/OUT)
サイズが戻されるローです。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRawAllocSize()、OCIRawSize()
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OCI Ref関数
OCI Ref関数関数関数関数
この項では、OCI REF関数について説明します。

表表表表 17-6  OCIデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンスデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンスデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンスデータ型マッピング関数および操作関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIRefAssign() 1つの REFを別の REFに代入します。 17-104ページ

OCIRefClear() REFを消去またはNULLにします。 17-105ページ

OCIRefFromHex() 16進文字列を REFに変換します。 17-106ページ

OCIRefHexSize() REFの 16進表現のサイズを戻します。 17-107ページ

OCIRefIsEqual() 2つの REFが等しいか比較します。 17-108ページ

OCIRefIsNull() REFが NULLかどうかをテストします。 17-109ページ

OCIRefToHex() REFを 16進文字列に変換します。 17-110ページ
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OCI Ref関数
OCIRefAssign()

用途用途用途用途
ある REFを別の REFに割り当て、両方が同じオブジェクトを参照するようにします。

構文構文構文構文
sword OCIRefAssign ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     CONST OCIRef       *source, 
                     OCIRef             **target );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

source (IN)
コピー元の REFです。

target (IN/OUT)
コピー先の REFです。

コメントコメントコメントコメント
source REFを target REFにコピーし、両方が同じオブジェクトを参照するようにします。
target REFポインタがNULL（つまり *target == NULL）の場合、OCIRefAssign()は、コピー
を実行する前に OCIオブジェクト・キャッシュ内に target REF用のメモリーを割り当てま
す。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefIsEqual()
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OCI Ref関数
OCIRefClear()

用途用途用途用途
指定の REFを消去または無効化します。

構文構文構文構文
void OCIRefClear ( OCIEnv        *env,
                   OCIRef        *ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

ref (IN/OUT)
消去する REFです。

コメントコメントコメントコメント
オブジェクトを指さない REFは、NULL REFとみなされます。論理的には、NULL REFは
参照先がない REFになります。

NULL REFは依然として有効な SQL値であり、SQLの NULLではないことに注意してくだ
さい。これは、表内の非 NULL列または行属性用の有効な非NULL定数 REFとして使用で
きます。

REFとして NULLポインタ値が渡された場合、この関数による操作は実行されません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefIsNull()
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OCI Ref関数
OCIRefFromHex()

用途用途用途用途
指定の 16進文字列を REFに変換します。

構文構文構文構文
sword OCIRefFromHex ( OCIEnv              *env, 
                      OCIError            *err, 
                      CONST OCISvcCtx     *svc, 
                      CONST text          *hex, 
                      ub4                 length, 
                      OCIRef              **ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです（結果の REFがこのサービス・コンテキスト
で初期化される場合）。

hex (IN)
REFに変換する 16進文字列で、以前に OCIRefToHex()によって出力されたものです。

length (IN)
16進文字列の長さです。

ref (IN/OUT)
16進文字列の変換先となる REFです。入力時に *refが NULLの場合は、その REF用の領域
がオブジェクト・キャッシュ内に割り当てられます。それ以外の場合は、指定の REFによっ
て占有されているメモリーが再利用されます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、変換後の REFの書式が正しいことを保証します。ただし、変換後の REFに
よって指示されるオブジェクトが存在するかどうかについては保証しません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefToHex()
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OCI Ref関数
OCIRefHexSize()

用途用途用途用途
REFの 16進表現のサイズを戻します。

構文構文構文構文
ub4 OCIRefHexSize ( OCIEnv            *env,
                    CONST OCIRef      *ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

ref (IN)
16進表現のサイズがバイト単位に戻される REFです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
REFの 16進表現のサイズです。

コメントコメントコメントコメント
REFの 16進表現のために必要なバッファ・サイズをバイト単位で戻します。最低このサイ
ズのバッファを、REFから 16進に変換する関数（OCIRefToHex()）に渡す必要があります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefFromHex()
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OCI Ref関数
OCIRefIsEqual()

用途用途用途用途
2つの REFを比較してそれらが同等であるかどうかを判断します。

構文構文構文構文
boolean OCIRefIsEqual ( OCIEnv              *env,
                        CONST OCIRef        *x,
                        CONST OCIRef        *y );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

x (IN)
比較する REFです。

y (IN)
比較する REFです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
2つの REFが同等な場合は TRUEです。

2つの REFが同等でない場合、または xか yが NULLの場合は FALSEです。

コメントコメントコメントコメント
2つの REFは、オブジェクトの種類（永続または一時）に関係なく同じオブジェクトを参照
している場合のみ同等になります。

注意注意注意注意 : 2つのNULL REFは、この関数では等しくないと見なされます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefAssign()
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OCI Ref関数
OCIRefIsNull()

用途用途用途用途
REFが NULLであるかどうかをテストします。

構文構文構文構文
boolean OCIRefIsNull ( OCIEnv           *env,
                       CONST OCIRef     *ref );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

ref (IN)
NULLであるかテストする REFです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された REFが NULLの場合は TRUEを戻します。それ以外の場合は FALSEを戻しま
す。

コメントコメントコメントコメント
REFは、次に該当する場合のみ NULLになります。

� 永続オブジェクトを参照するが、オブジェクトの識別子が NULLである場合。

� 一時オブジェクトを参照するが、現時点ではオブジェクトを指していない場合。

注意注意注意注意 : 指し示すオブジェクトが存在しない場合、REFは参照先がない REFです。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefClear()
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OCI Ref関数
OCIRefToHex()

用途用途用途用途
REFを 16進文字列に変換します。

構文構文構文構文
sword OCIRefToHex ( OCIEnv            *env,
                    OCIError          *err, 
                    CONST OCIRef      *ref, 
                    text              *hex, 
                    ub4               *hex_length );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

ref (IN)
16進文字列に変換する REF。refがNULL REF（つまり、OCIRefIsNull(ref) == TRUE）の場
合、0（ゼロ）hex_length値が戻されます。

hex (OUT)
結果の 16進文字列を含むに十分なバッファ。文字列の内容は、コール側にとっては不透明
になります。

hex_length (IN/OUT)
入力では hexバッファのサイズを指定し、出力では hexで戻される 16進文字列の実際のサイ
ズを指定します。

コメントコメントコメントコメント
指定された REFを 16進文字列に変換し、その文字列の長さを戻します。 変換された文字列
は、コール側にとっては不透明になります。

この関数は、指定されたバッファが変換後の文字列を保持できるだけの大きさがない場合は
エラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIRefFromHex()、OCIRefHexSize()、OCIRefIsNull()
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OCI文字列関数
OCI文字列関数文字列関数文字列関数文字列関数
この項では、OCI文字列関数について説明します。

表表表表 17-7  OCI文字列関数クイック・リファレンス文字列関数クイック・リファレンス文字列関数クイック・リファレンス文字列関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIStringAllocSize()  文字列メモリーの割り当てられたサイズ（バイト単位）を取得し
ます。

17-112ページ

OCIStringAssign()  文字列に文字列を割り当てます。 17-113ページ

OCIStringAssignText()  テキスト文字列を文字列に代入します。 17-114ページ

OCIStringPtr()  文字列ポインタを取得します。 17-115ページ

OCIStringResize()  文字列メモリーをサイズ変更します。 17-116ページ

OCIStringSize()  文字列サイズを取得します。 17-117ページ
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OCI文字列関数
OCIStringAllocSize() 

用途用途用途用途
文字列の割当てメモリー・サイズをバイト単位で取得します。

構文構文構文構文
sword OCIStringAllocSize ( OCIEnv              *env,
                           CONST OCIString     *vs,
                           ub4                 *allocsize ); 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

vs (IN)
割り当てられたサイズがバイト単位で戻される文字列です。 vs はNULLでないポインタにし
てください。

allocsize (OUT)
文字列メモリーの割当てサイズをバイト単位で戻します。

コメントコメントコメントコメント
割り当てられるサイズは、実際の文字列サイズより大きいかそれに等しくなります。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringResize()、OCIStringSize()
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OCI文字列関数
OCIStringAssign()

用途用途用途用途
文字列を別の文字列に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIStringAssign ( OCIEnv               *env, 
                        OCIError             *err, 
                        CONST OCIString      *rhs, 
                        OCIString            **lhs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rhs (IN)
割当ての右辺（ソース）。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。

コメントコメントコメントコメント
rhs文字列を lhs文字列に割り当てます。 lhs文字列のサイズは、rhsのサイズに応じて変更さ
れます。割り当てられる文字列は、NULLで終わります。 長さのフィールドには、NULL終
了に必要な余分なバイトは含まれません。

この関数は、割当て操作で領域が足りなくなった場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringAssignText()
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OCI文字列関数
OCIStringAssignText()

用途用途用途用途
ソース・テキスト文字列をターゲット文字列に割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIStringAssignText ( OCIEnv           *env,
                            OCIError         *err, 
                            CONST text       *rhs, 
                            ub2              rhs_len,
                            OCIString        **lhs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

rhs (IN)
割当ての右辺（ソース）となる文字列。

rhs_len (IN)
rhs文字列の長さです。

lhs (IN/OUT)
割当ての左辺（ターゲット）。

コメントコメントコメントコメント
rhs文字列を lhs文字列に割り当てます。 lhs文字列のサイズは、rhsのサイズに応じて変更さ
れます。割り当てられる文字列は、NULLで終わります。 長さのフィールドには、NULL終
了に必要な余分なバイトは含まれません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringAssign()
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OCI文字列関数
OCIStringPtr()

用途用途用途用途
指定の文字列のテキストへのポインタを取得します。

構文構文構文構文
text *OCIStringPtr ( OCIEnv               *env,
                     CONST OCIString      *vs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

vs (IN)
この文字列のテキストへのポインタを戻します。

コメントコメントコメントコメント
なし

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringAssign()
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OCI文字列関数
OCIStringResize()

用途用途用途用途
指定の文字列のメモリー・サイズを変更します。 

構文構文構文構文
sword OCIStringResize ( OCIEnv          *env,
                        OCIError        *err,
                        ub4             new_size,
                        OCIString       **str );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

new_size (IN)
バイト単位での文字列の新規メモリー・サイズ。new_sizeには、文字列終了記号としての
NULL文字（'\0'）用の領域を含める必要があります。

str (IN/OUT)
OCIオブジェクト・キャッシュから解放された文字列の割当てメモリーです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、オブジェクト・キャッシュ内の指定された可変長文字列のメモリー・サイズを
変更します。文字列の内容は保たれません。 この関数は、新しいメモリー・リージョンに文
字列を割り当てることがありますが、この場合指定の文字列が占有していたメモリーは解放
されます。 strが NULLの場合、この関数は文字列のメモリーを割り当てます。 new_sizeが 0
の場合、この関数は、strが占有していたメモリーを解放し、NULLポインタ値を戻します。 

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringAllocSize()、OCIStringSize()
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OCI文字列関数
OCIStringSize()

用途用途用途用途
指定の文字列のサイズをバイト単位で取得します。

構文構文構文構文
ub4 OCIStringSize ( OCIEnv              *env,
                    CONST OCIString     *vs );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

vs (IN)
サイズが戻される文字列です。

コメントコメントコメントコメント
戻されたサイズには、NULL終了用の余分なバイトは含まれていません。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIStringResize()
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OCI表関数
OCI表関数表関数表関数表関数
この項では、OCI表関数について説明します。

表表表表 17-8  OCI表関数クイック・リファレンス表関数クイック・リファレンス表関数クイック・リファレンス表関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCITableDelete() 要素を削除します。 17-119ページ

OCITableExists() 要素が存在するかどうかをテストします。 17-120ページ

OCITableFirst() 表の先頭の索引を戻します。 17-121ページ

OCITableLast() 表の最後の索引を戻します。 17-122ページ

OCITableNext() 使用可能な次の表索引を戻します。 17-123ページ

OCITablePrev() 使用可能なひとつ前の表索引を戻します。 17-124ページ

OCITableSize() 表のカレント・サイズを戻します。 17-125ページ
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OCI表関数
OCITableDelete()

用途用途用途用途
指定の索引位置にある要素を削除します。

構文構文構文構文
sword OCITableDelete ( OCIEnv          *env, 
                       OCIError        *err, 
                       sb4             index, 
                       OCITable        *tbl );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

index (IN)
削除する必要のある要素の索引です。

tbl (IN)
要素を削除する表です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、指定した索引の要素がすでに削除されている場合、または指定した索引が表に
対して無効の場合には、エラーを戻します。 入力パラメータに NULLがある場合もエラーと
なります。

注意注意注意注意 :表の残りの要素の位置序数は、OCITableDelete()で変更されません。この削除操作
により、表の中に空きが生成されます。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCITableExists()
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OCI表関数
OCITableExists() 

用途用途用途用途
指定の索引位置に要素が存在するかどうかをテストします。 

構文構文構文構文
sword OCITableExists ( OCIEnv              *env,
                       OCIError            *err, 
                       CONST OCITable      *tbl,
                       sb4                 index, 
                       boolean             *exists );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

tbl (IN)
指定の索引をチェックする表です。

index (IN)
要素の存在をチェックする索引です。

exists (OUT)
指定する indexに要素が存在する場合は TRUEです。それ以外の場合は、FALSEです。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCITableDelete()
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OCI表関数
OCITableFirst()

用途用途用途用途
指定の表の先頭の既存要素の索引を戻します。

構文構文構文構文
sword OCITableFirst ( OCIEnv             *env, 
                      OCIError           *err,
                      CONST OCITable     *tbl, 
                      sb4                *index  );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

tbl (IN)
スキャンする表です。

index (OUT)
指定の表に存在する最初の要素の索引が戻されます。

コメントコメントコメントコメント
たとえば、OCITableDelete()によって表の先頭の 5つの要素が削除されている場合は、
OCITableFirst()は 6を戻します。表内のデータのない空きの詳細は、 OCITableDelete()を参照
してください。

この関数は、表が空の場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCITableDelete()、OCITableLast()
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OCI表関数
OCITableLast()

用途用途用途用途
表の最後の既存要素の索引を戻します。

構文構文構文構文
sword OCITableLast ( OCIEnv              *env, 
                     OCIError            *err, 
                     CONST OCITable      *tbl, 
                     sb4                 *index );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

tbl (IN)
スキャンする表です。

index (OUT)
表の最後の既存要素の索引です。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、表が空の場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCITableFirst()、OCITableNext()、OCITablePrev()
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OCI表関数
OCITableNext()

用途用途用途用途
表の次の既存要素の索引を戻します。

構文構文構文構文
sword OCITableNext ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     sb4                index, 
                     CONST OCITable     *tbl, 
                     sb4                *next_index
                     boolean            *exists );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

index (IN)
スキャンの開始位置の索引です。

tbl (IN)
スキャンする表です。

next_index (OUT)
tbl(index)の次の既存要素の索引。

exists (OUT)
次の索引が存在しない場合は FALSEで、存在する場合は TRUEです。

コメントコメントコメントコメント
indexよりも大きく exists(j)が TRUEになるような最小位置 jを戻します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  表内のデータのない空きの存在については、OCIStringAllocSize()の説明を参
照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCITablePrev()
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OCI表関数
OCITablePrev()

用途用途用途用途
表の直前の既存要素の索引を戻します。

構文構文構文構文
sword OCITablePrev ( OCIEnv             *env, 
                     OCIError           *err, 
                     sb4                index,
                     CONST OCITable     *tbl,
                     sb4                *prev_index
                     boolean            *exists );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

index (IN)
スキャンの開始位置の索引です。

tbl (IN)
スキャンする表です。

prev_index (OUT)
tbl(index)の直前の既存要素の索引です。

exists (OUT)
直前の索引が存在しない場合は FALSE、存在する場合は TRUEに設定されます。

コメントコメントコメントコメント
indexよりも小さく exists(j)が TRUEになるような最大位置 jを戻します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  表内のデータのない空きの存在については、OCIStringAllocSize()の説明を参
照してください。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCITableNext()
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OCI表関数
OCITableSize()

用途用途用途用途
指定の表のサイズを戻します。削除済の要素は含まれません。

構文構文構文構文
sword OCITableSize ( OCIEnv             *env,
                     OCIError           *err,
                     CONST OCITable     *tbl
                     sb4                *size );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
オブジェクト・モードで初期化された OCI環境ハンドル。 OCIEnvCreate()および
OCIInitialize()の詳細は、第 15章を参照してください。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻され
ます。OCIErrorGet()をコールして診断情報を取得します。

tbl (IN)
要素の数が戻される NESTED TABLEです。

size (OUT)
NESTED TABLE内の現行の要素数です。 削除された要素はカウントに含まれません。

コメントコメントコメントコメント
カウントは、NESTED TABLEから要素を削除すると減分されます。したがって、このカウ
ントには要素の削除によって生成された空きは含まれていません。 削除した要素を含まない
カウントを取得するには、OCICollSize()を使用します。

たとえば、次のとおりです。

OCITableSize(...); 
// assume 'size' returned is equal to 5
OCITableDelete(...); // delete one element
OCITableSize(...);
// 'size' returned is equal to 4

削除された要素を含めたカウントを取得するには、OCICollSize()を使用します。前述の例を
続けます。

OCICollSize(...)
// 'size' returned is still equal to 5
OCIデータ型マッピング関数および操作関数 17-125



OCI表関数
この関数は、NESTED TABLEのオブジェクト・キャッシュへのロード中にエラーが発生し
た場合または入力パラメータに NULLがある場合はエラーを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCICollSize()
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OCIカートリッ
18

OCIカートリッジ関数カートリッジ関数カートリッジ関数カートリッジ関数

この章には、次の項があります。

� 概要

� カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ

� カートリッジ・サービス － メモリー・サービス

� カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス

� カートリッジ・サービス － パラメータ・マネージャ・インタフェース

� カートリッジ・サービス － ファイル I/Oインタフェース

� カートリッジ・サービス － 文字列のフォーマット・インタフェース
ジ関数 18-1



概要
概要概要概要概要
この章では、最初に OCI外部プロシージャ関数について説明します。これらの関数により、
外部プロシージャのユーザーは、エラーの通知、メモリーの割当ておよび OCIコンテキスト
情報の取得が行えます。 これらの関数の使用方法の詳細は、『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。

次に、カートリッジ・サービスについて説明します。 これらの関数の使用方法の詳細は、
『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照してください。

関数の構文関数の構文関数の構文関数の構文
 各関数について、次の情報をリストします。

用途用途用途用途
この関数によって実行されるアクションの簡単な説明。

構文構文構文構文
この関数をコールするための構文を示すコードの断片で、パラメータの順序と種類が含まれ
ています。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
この関数の各パラメータの説明。これにはパラメータのモードが含まれます。パラメータの
モードには、次の 3つの値があります。

コメントコメントコメントコメント
この関数に関する詳細情報（ある場合）。 関数の使用上の制約やアプリケーション内でこの関
数を使用するときに役に立つ情報が記載されています。

戻り値戻り値戻り値戻り値
この関数に対する戻り値のリスト。

関連関数関連関数関連関数関連関数
関連するファンクション・コールのリスト。 カートリッジ・サービスについては、ドキュメ
ントに記載されている、グループの他のすべての関数を参照してください。

モードモードモードモード 説明説明説明説明

IN Oracleにデータを渡すパラメータ

OUT このコールまたは後続のコールで Oracleからデータを受け取るパラメータ

IN/OUT このコールでデータを渡し、このコールまたは後続のコールからの戻りで
データを受け取るパラメータ
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概要
リターン・コードリターン・コードリターン・コードリターン・コード
成功とエラーのリターン・コードは、特定の外部プロシージャ・インタフェース関数に対し
て定義されます。 特定のインタフェース関数が OCIEXTPROC_SUCCESSまたは
OCIEXTPROC_ERRORを戻した場合、アプリケーションはこれらのマクロを使用して戻り
値をチェックする必要があります。

� OCIEXTPROC_SUCCESS - 外部プロシージャの成功した場合のリターン・コード

� OCIEXTPROC_ERROR - 外部プロシージャの失敗した場合のリターン・コード

With_Context型型型型
PL/SQL外部プロシージャへの Cコール可能インタフェースには、with_contextパラメータ
を渡す必要があります。 この構造体の型は、OCIExtProcContextで、ユーザーには不透明で
す。

ユーザーは、with_contextパラメータをアプリケーションで次のように宣言できます。

OCIExtProcContext *with_context;
OCIカートリッジ関数 18-3



カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ
カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ OCI外部プロシージャ外部プロシージャ外部プロシージャ外部プロシージャ
Cに対応する OCI外部プロシージャ関数を次に示します。

表表表表 18-1  OCI外部プロシージャ関数クイック・リファレンス外部プロシージャ関数クイック・リファレンス外部プロシージャ関数クイック・リファレンス外部プロシージャ関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIExtProcAllocCallMemory
()

外部プロシージャの存続期間にメモリーを割り当てます。 18-5ページ

OCIExtProcRaiseExcp() PL/SQLに例外を呼び出します。 18-6ページ

OCIExtProcRaiseExcpWithMs
g()

例外をメッセージ付きで通知します。 18-7ページ

OCIExtProcGetEnv()  OCI環境ハンドル、サービス・コンテキスト・ハンドルおよびエ
ラー・ハンドルを取得します。

18-8ページ
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カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ
OCIExtProcAllocCallMemory()

用途用途用途用途
外部プロシージャの存続期間に Nバイトのメモリーを割り当てます。

構文構文構文構文
dvoid * OCIExtProcAllocCallMemory ( OCIExtProcContext    *with_context,
                                    size_t                amount )

パラメータパラメータパラメータパラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタです。18-3ページ の「With_Context
型」を参照してください。

amount (IN)
割り当てるバイト数。

コメントコメントコメントコメント
このコールは、外部プロシージャのコール存続期間に amountバイトのメモリーを割り当て
ます。

このコールで割り当てられたメモリーは、外部プロシージャから戻るとすぐに PL/SQLに
よって解放されます。アプリケーションでは、OCIExtProcAllocCallMemory()で割り当てたメ
モリーに解放関数を使用しないでください。この関数を使用して、関数の戻り値用のメモ
リーを割り当ててください。

0（ゼロ）の戻り値はエラーとして扱われます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
割り当てたメモリーを指し示す未定義の型（不透明な）ポインタを戻します。 

例例例例
text *ptr = (text *)OCIExtProcAllocCallMemory(wctx, 1024)

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIErrorGet()、OCIMemoryAlloc(). 
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カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ
OCIExtProcRaiseExcp()

用途用途用途用途
PL/SQLに例外を呼び出します。

構文構文構文構文
size_t OCIExtProcRaiseExcp ( OCIExtProcContext    *with_context, 
                             int                   errnum )

パラメータパラメータパラメータパラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタです。18-3ページ の「With_Context
型」を参照してください。

errnum (IN)
PL/SQLにシグナルを送る Oracleエラー番号。errnumは、1～ 32767の正数にしてくださ
い。

コメントコメントコメントコメント
この関数をコールすると、例外が PL/SQLに通知されます。この関数が問題なく戻される
と、外部プロシージャは終了処理を開始し、PL/SQLに戻ります。いったん例外が PL/SQL
に通知されると、IN/OUT引数と OUT引数（ある場合）は処理されません。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
この関数は、コールが成功した場合は、OCIEXTPROC_SUCCESSを戻します。コールが失
敗した場合は、OCIEXTPROC_ERRORを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIExtProcRaiseExcpWithMsg()
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カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ
OCIExtProcRaiseExcpWithMsg()

用途用途用途用途
例外をメッセージ付きで呼び出します。

構文構文構文構文
size_t OCIExtProcRaiseExcpWithMsg ( OCIExtProcContext   *with_context,
                                    int                  errnum, 
                                    char                 *errmsg, 
                                    size_t               msglen ) 

パラメータパラメータパラメータパラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタ。18-3ページ の「With_Context型」
を参照してください。

errnum (IN)
PL/SQLへシグナルを送る Oracleエラー番号。 errnumは、1～ 32767の正数にしてくださ
い。

errmsg (IN)
errnumに対応付けられたエラー・メッセージ。

len (IN)
エラー・メッセージの長さです。 errmsgが NULLで終わる文字列の場合は、0（ゼロ）が渡
されます。

コメントコメントコメントコメント
PL/SQLに例外が呼び出されます。 さらに、後続のエラー・メッセージ文字列を標準の
Oracleエラー・メッセージ内で代入します。 詳細は、OCIExtProcRaiseExcp()の説明を参照し
てください。

戻り値戻り値戻り値戻り値
この関数は、コールが成功した場合は、OCIEXTPROC_SUCCESSを戻します。コールが失
敗した場合は、OCIEXTPROC_ERRORを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIExtProcRaiseExcp()
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カートリッジ・サービス － OCI外部プロシージャ
OCIExtProcGetEnv()

用途用途用途用途
OCI環境、サービス・コンテキストおよびエラー・ハンドルを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIExtProcGetEnv ( OCIExtProcContext    *with_context, 
                         OCIEnv                envh, 
                         OCISvcCtx             svch, 
                         OCIError              errh )

パラメータパラメータパラメータパラメータ

with_context (IN)
C外部プロシージャに渡される with_contextポインタです。18-3ページ の「With_Context
型」を参照してください。

envh (OUT)
OCI環境ハンドルです。

svch (OUT)
OCIサービス・ハンドルです。

errh (OUT)
OCIエラー・ハンドルです。

コメントコメントコメントコメント
この関数の主な目的は、OCIコールバックで同じトランザクションのデータベースを使用可
能にすることです。 この関数で取得する OCIハンドルは、データベースに対する OCIコー
ルバックで使用する必要があります。 これらのハンドルを標準の OCIコールを介して取得し
た場合、これらのハンドルはデータベースへの新規接続を使用するので、同一トランザク
ション内のコールバックには使用できません。 1つの外部プロシージャで使用できるのは、
コールバックと新規接続のどちらか一方で、両方は使用できません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
この関数は、コールが成功した場合は、OCI_SUCCESSを戻します。コールが失敗した場合
は、OCI_ERRORを戻します。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIEnvCreate()、OCIAttrGet()、OCIHandleAlloc()
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ メモリー・サービスメモリー・サービスメモリー・サービスメモリー・サービス

これらの関数の使用方法の詳細は、 『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照
してください。

表表表表 18-2  OCIパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIDurationBegin() ユーザー期間を開始します。 18-10ページ

OCIDurationEnd() ユーザー期間を終了します。 18-12ページ

OCIMemoryAlloc() 指定の存続期間から指定サイズのメモリーを割り当てます。 18-13ページ

OCIMemoryResize() メモリー・チャンクをサイズ変更します。 18-15ページ

OCIMemoryFree() メモリー・チャンクを解放します。 18-16ページ
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
OCIDurationBegin()

用途用途用途用途
ユーザー期間を開始します。

構文構文構文構文
sword OCIDurationBegin ( OCIEnv              *env,
                         OCIError            *err,
                         CONST OCISvcCtx     *svc, 
                         OCIDuration         parent,
                         OCIDuration         *duration );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキスト・ハンドルです。 これは、カートリッジ・サービスに対して
NULLとして渡されます。

parent (IN)
親の継続期間の時間番号です。 次のいずれかになります。

� 以前に作成されたユーザー期間

� OCI_DURATION_STATEMENT

� OCI_DURATION_SESSION

duration (OUT)
新しく作成されたユーザー期間固有の識別子です。

コメントコメントコメントコメント
この関数によってユーザー期間が開始されます。 ユーザーは複数のアクティブなユーザー期
間を同時に利用できます。ユーザー期間をネストする必要はありません。 durationパラメー
タは、このコールによって作成された期間を識別するための一意の番号を戻すために使用し
ます。

環境パラメータとサービス・コンテキスト・パラメータの両方を NULLにすることはできま
せん。
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDurationEnd()
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
OCIDurationEnd()

用途用途用途用途
ユーザー期間を終了します。

構文構文構文構文
sword OCIDurationEnd ( OCIEnv             *env, 
                       OCIError           *err, 
                       CONST OCISvcCtx    *svc,
                       OCIDuration        duration,
                       CONST OCISvcCtx    *svc );

パラメータパラメータパラメータパラメータ

env (IN/OUT)
OCI環境ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。 OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

duration (IN)
OCIDurationBegin()によって以前作成されたユーザー期間です。

svc (IN)
OCIサービス・コンテキストです（カートリッジ・サービスの場合は NULLとして渡しま
すが、それ以外の場合は NULL以外として渡します）。

コメントコメントコメントコメント
この関数によってユーザー期間が終了します。 

環境パラメータとサービス・コンテキスト・パラメータの両方を NULLにすることはできま
せん。

関連関数関連関数関連関数関連関数
OCIDurationBegin()
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
OCIMemoryAlloc()

用途用途用途用途
このコールは、指定の存続期間から指定サイズのメモリーを割り当てます。

構文構文構文構文
sword OCIMemoryAlloc( dvoid        *hndl, 
                      OCIError     *err, 
                      dvoid        **mem, 
                      OCIDuration  dur, 
                      ub4          size, 
                      ub4          flags);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

mem (OUT)
割り当てられたメモリーです。

dur (IN)
次のいずれかになります（以前作成されたユーザー期間）。

OCI_DURATION_CALLOUT

OCI_DURATION_STATEMENT

OCI_DURATION_SESSION

 OCI_DURATION_PROCESS

size (IN)
割り当てられるメモリーのサイズです。

flags (IN)
OCI_MEMORY_CLEAREDビットを設定して、消去されたメモリーを取得します。

コメントコメントコメントコメント
エージェントのコールアウトの存続期間（外部プロシージャ存続期間）にメモリーを割り当
てるためには、OCIExtProcAllocCallMemory()または durを OCI_DURATION_CALLOUTと
して指定する OCIMemoryAlloc()を使用します。 
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
 戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・コードを戻します。
18-14 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
OCIMemoryResize()

用途用途用途用途
このコールはメモリー・チャンクを新規サイズに変更します。

構文構文構文構文
sword OCIMemoryResize( dvoid        *hndl, 
                       OCIError     *err, 
                       dvoid        **mem, 
                       ub4          newsize, 
                       ub4          flags);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

number (IN/OUT)
 OCIMemoryAlloc()を使用して以前割り当てたメモリーへのポインタです。

newsize (IN)
要求されたメモリーのサイズです。

flags (IN)
OCI_MEMORY_CLEAREDビットを設定して消去されたメモリーを取得します。

コメントコメントコメントコメント
メモリーを割り当ててからこの関数をコールしてサイズ変更する必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・コードを戻します。
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カートリッジ・サービス － メモリー・サービス
OCIMemoryFree()

用途用途用途用途
このコールはメモリー・チャンクを解放します。

構文構文構文構文
sword OCIMemoryFree( dvoid    *hndl, 
                     OCIError *err, 
                     dvoid    *mem);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

number (IN/OUT)
 OCIMemoryAlloc()を使用して以前割り当てたメモリーへのポインタです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・コードを戻します。
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カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ コンテキストのメンテナンスコンテキストのメンテナンスコンテキストのメンテナンスコンテキストのメンテナンス

これらの関数の使用方法の詳細は、 『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照
してください。

表表表表 18-3  OCIパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIContextSetValue() 特定の存続期間の値（アドレス）を保存します。 18-18ページ

OCIContextGetValue() コンテキストに格納されている値を戻します。 18-20ページ

OCIContextClearValue() コンテキストに格納されている値を削除します。 18-21ページ

OCIContextGenerateKey() コールが実行されるたびに一意の 4バイト値を戻します。 18-22ページ
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カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
OCIContextSetValue()

用途用途用途用途
このコールは特定の存続期間に対する値（アドレス）を保存します。

構文構文構文構文
sword OCIContextSetValue( dvoid       *hndl, 
                          OCIError    *err, 
                          OCIDuration duration, 
                          ub1         *key, 
                          ub1         keylen, 
                          dvoid       *ctx_value);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

duration (IN)
次のいずれかになります（以前作成されたユーザー期間）。

OCI_DURATION_STATEMENT

OCI_DURATION_SESSION

key (IN)
一意のキー値です。

keylen (IN)
キーの長さです。 最大の長さは 64ビットです。

ctx_value (IN)
コンテキストに保存されるポインタです。

コメントコメントコメントコメント
格納されるコンテキスト値は渡される存続期間より長いかまたは同じ長さの存続期間のメモ
リーから割り当てる必要があります。渡されるキーはこのセッションで一意にします。 同じ
キーと存続期間でコンテキスト値を再度保存しようとすると、古いコンテキスト値は新規の
コンテキスト値で上書きされます。 通常、クライアントは構造を割り当てて、コンテキスト
にこのコールを使用してアドレスを格納し、さらに OCIContextGetValue()を使用して個別の
コールでこのアドレスを取得します。 キーおよび値の対応付けは OCIContextClearValue()を
コールして明示的に削除できます。削除しない場合は、存続期間の終了時に消去されます。
18-18 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
戻り値戻り値戻り値戻り値
� 操作が成功した場合は、OCI_SUCCESSを戻します。

� 操作が失敗した場合は、OCI_ERRORを戻します。
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カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
OCIContextGetValue()

用途用途用途用途
このコールは、OCIContextSetValue()をコールして指定キーに対応付けられたコンテキスト
に格納された値を戻します。

構文構文構文構文
sword OCIContextGetValue( dvoid      *hndl, 
                          OCIError   *err, 
                          ub1        *key, 
                          ub1        keylen, 
                          dvoid      **ctx_value);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

key (IN)
一意のキー値です。

keylen (IN)
キーの長さです。 最大の長さは 64ビットです。

ctx_value (IN)
コンテキストに格納されている値へのポインタです（値が格納されていない場合は NULL）。

コメントコメントコメントコメント
 ctx_valueの場合は、 戻される格納済コンテキストの事前割当てポインタに対するポインタが
必要です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
� 操作が成功した場合は、OCI_SUCCESSを戻します。

� 操作が失敗した場合は、OCI_ERRORを戻します。
18-20 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
OCIContextClearValue()

用途用途用途用途
このコールは、（OCIContextSetValue()をコールして）指定キーに対応付けられたコンテキス
トに格納されている値を削除します。

構文構文構文構文
sword OCIContextClearValue( dvoid    *hndl, 
                            OCIError *err, 
                            ub1      *key, 
                            ub1      keylen);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

key (IN)
一意のキー値です。

keylen (IN)
キーの長さです。 最大の長さは 64ビットです。

コメントコメントコメントコメント
 存在しないキーが渡されるとエラーが戻されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
� 操作が成功した場合は、OCI_SUCCESSを戻します。

� 操作が失敗した場合は、OCI_ERRORを戻します。
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カートリッジ・サービス － コンテキストのメンテナンス
OCIContextGenerateKey()

用途用途用途用途
このコールは実行されるたびに一意の 4バイト値を戻します。 

構文構文構文構文
sword OCIContextGenerateKey( dvoid    *hndl, 
                             OCIError *err, 
                             ub4      *key);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN)
エラー・ハンドルです。

key (IN)
一意のキー値です。

keylen (IN)
キーの長さです。 最大の長さは 64ビットです。

コメントコメントコメントコメント
この値はセッションごとに一意になります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
� 操作が成功した場合は、OCI_SUCCESSを戻します。

� 操作が失敗した場合は、OCI_ERRORを戻します。
18-22 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



カートリッジ・サービス － パラメータ・マネージャ・インタフェース
カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ パラメータ・マネージャ・インタパラメータ・マネージャ・インタパラメータ・マネージャ・インタパラメータ・マネージャ・インタ
フェースフェースフェースフェース

これらの関数の使用方法の詳細は、 『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照
してください。

表表表表 18-4  OCIパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンスパラメータ・マネージャ・インタフェース関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIExtractInit() パラメータ・マネージャを初期化します。 18-24ページ

OCIExtractTerm() 動的に割り当てたすべての記憶域を解放します。 18-25ページ

OCIExtractReset() メモリーを初期化し直します。 18-26ページ

OCIExtractSetNumKeys() 登録されるキー数をパラメータ・マネージャに通知します。 18-27ページ

OCIExtractSetKey() キーに関する情報をパラメータ・マネージャに登録します。 18-28ページ

OCIExtractFromFile() 指定したファイルのキーおよびそのキーの値を処理します。 18-30ページ

OCIExtractFromStr() 指定した文字列のキーおよびそのキーの値を処理します。 18-31ページ

OCIExtractToInt() 指定されたキーの整数値を取得します。 18-32ページ

OCIExtractToBool() 指定されたキーのブール値を取得します。 18-33ページ

OCIExtractToStr() 指定されたキーの文字列値を取得します。 18-34ページ

OCIExtractToOCINum() 指定されたキーの数値を取得します。 18-36ページ

OCIExtractToList() メモリーに格納されているパラメータ構造からパラメータのリス
トを生成します。

18-37ページ

OCIExtractFromList() パラメータ・リストの indexに示されるパラメータの値のリスト
を生成します。

18-38ページ
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OCIExtractInit()

用途用途用途用途
この関数はパラメータ・マネージャを初期化します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractInit( dvoid     *hndl, 
                      OCIError  *err)

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数をコールしてから他のパラメータ・マネージャ・ルーチンをコールする必要があり
ます。また、コールは一度しか実行できません。 NLS情報はパラメータ・マネージャ・コン
テキスト内部に格納されて、 OCIExtractルーチンの後続のコールで使用されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractTerm()

用途用途用途用途
この関数は、動的に割り当てたすべての記憶域を解放します。

構文構文構文構文
sword OCIExtractTerm( dvoid     *hndl, 
                      OCIError  *err);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は他の内部ブックキーピング関数に対して実行されます。 この関数は、パラメー
タ・マネージャが使用されなくなってからコールする必要があります。また、コールは一度
しか実行できません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractReset()

用途用途用途用途
パラメータ・ストレージ、定義ストレージおよびパラメータ値リスト用に現在使用されてい
るメモリーを解放して構造を初期化し直します。

構文構文構文構文
sword OCIExtractReset( dvoid     *hndl, 
                       OCIError  *err);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractSetNumKeys()

用途用途用途用途
登録されるキー数をパラメータ・マネージャに通知します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractSetNumKeys( dvoid   *hndl, 
                            CIError *err, 
                            uword   numkeys);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。 エラーがある場合は、errに記録され、OCI_ERRORが戻されま
す。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

numkeys (IN)
OCIExtractSetKey()で登録されるキー数です。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンは OCIExtractSetKey()の最初のコールの前にコールする必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractSetKey()

用途用途用途用途
キーに関する情報をパラメータ・マネージャに登録します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractSetKey( dvoid       *hndl, 
                        OCIError    *err, 
                        CONST text  *name,
                        ub1         type, 
                        ub4         flag, 
                        CONST dvoid *defval, 
                        CONST sb4   *intrange, 
                        CONST text  *CONST *strlist);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

name (IN)
キーの名前です。

type (IN)
次のキーの型です。

OCI_EXTRACT_TYPE_INTEGER

OCI_EXTRACT_TYPE_OCINUM

OCI_EXTRACT_TYPE_STRING

OCI_EXTRACT_TYPE_BOOLEAN

flag (IN)
キーに複数の値を使用できる場合は OCI_EXTRACT_MULTIPLEに設定し、それ以外の場合
は 0に設定します。

defval (IN)
キーにデフォルト値を設定します。 デフォルト値がない場合は NULLを設定できます。 文字
列のデフォルト値は (text*) 型、整数のデフォルト値は (sb4*)型およびブール・デフォルト値
は (ub1*)型にする必要があります。
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intrange (IN)
許容範囲の整数値の開始値および終了値です。キーが整数型でない場合またはすべての整数
値が受け入れ可能な場合は NULLになります。

strlist (IN)
0（NULL）で終了するキーで受け入れ可能なすべてのテキスト文字列のリストです。キーが
文字列型でない場合またはすべてのテキスト値が受け入れ可能である場合は NULLになりま
す。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンは OCIExtractNumKeys()をコールしてから実行し、その後に
OCIExtractFromFile()または OCIExtractFromString()をコールする必要があります。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
OCIカートリッジ関数 18-29



カートリッジ・サービス － パラメータ・マネージャ・インタフェース
OCIExtractFromFile()

用途用途用途用途
指定したファイルのキーおよびそのキーの値を処理します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractFromFile( dvoid    *hndl, 
                          OCIError *err, 
                          ub4      flag, 
                          text     *filename);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

flag (IN)
0（ゼロ）または次の 1つ以上のビットを設定します。

 OCI_EXTRACT_CASE_SENSITIVE

OCI_EXTRACT_UNIQUE_ABBREVS

OCI_EXTRACT_APPEND_VALUES

filename (IN)
NULLで終了するファイル名文字列です。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンをコールする前に、OCIExtractSetNumKeys()および OCIExtractSetKey()ルーチ
ンをコールしてすべてのキーを定義する必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractFromStr()

用途用途用途用途
指定した文字列のキーおよびそのキーの値を処理します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractFromStr( dvoid    *hndl, 
                         OCIError *err, 
                         ub4      flag, 
                         text     *input);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN/OUT)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

flag (IN)
0（ゼロ）または次の 1つ以上のビットを設定します。

 OCI_EXTRACT_CASE_SENSITIVE

OCI_EXTRACT_UNIQUE_ABBREVS

または OCI_EXTRACT_APPEND_VALUES.

input (IN)
NULLで終了する入力文字列です。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンをコールする前に、OCIExtractSetNumKeys()および OCIExtractSetKey()ルーチ
ンをコールしてすべてのキーを定義する必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractToInt()

用途用途用途用途
指定されたキーの整数値を取得します。 valno値（0から開始）が戻されます。

構文構文構文構文
sword OCIExtractToInt( dvoid     *hndl, 
                       OCIError  *err, 
                       text      *keyname, 
                       uword     valno, 
                       sb4       *retval);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

keyname (IN)
キー名（IN）です。

valno (IN)
このキーで取得する値です。

retval (OUT)
実際の整数値です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_NO_DATA

OCI_ERROR

OCI_NO_DATAは、このキーには valno値がないことを意味します。
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OCIExtractToBool()

用途用途用途用途
指定されたキーのブール値を取得します。 valno値（0から開始）が戻されます。

構文構文構文構文
sword OCIExtractToBool( dvoid     *hndl, 
                        OCIError  *err, 
                        text      *keyname, 
                        uword     valno, 
                        ub1       *retval);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

keyname (IN)
キー名です。

valno (IN)
このキーで取得する値です。

retval (OUT)
実際のブール値です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_NO_DATA

OCI_ERROR

OCI_NO_DATAは、このキーには valno値がないことを意味します。
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OCIExtractToStr()

用途用途用途用途
指定されたキーの文字列値を取得します。 valno値（0から開始）が戻されます。

構文構文構文構文
sword OCIExtractToStr( dvoid *hndl, 
                       OCIError *err, 
                       text *keyname, 
                       uword valno, 
                       text *retval, 
                       uword buflen);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

keyname (IN)
キー名です。

valno (IN)
このキーで取得する値です。

retval (OUT)
NULLで終了する実際の文字列値です。

buflen
retvalのバッファの長さです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_NO_DATA
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OCI_ERROR

OCI_NO_DATAは、このキーには valno値がないことを意味します。
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OCIExtractToOCINum()

用途用途用途用途
指定されたキーの OCINumber値を取得します。 valno値（0から開始）が戻されます。

構文構文構文構文
sword OCIExtractToOCINum( dvoid     *hndl, 
                          OCIError  *err, 
                          text      *keyname, 
                          uword     valno, 
                          OCINumber *retval);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザ・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

keyname (IN)
キー名です。

valno (IN)
このキーで取得する値です。

retval (OUT)
実際の OCINumber値です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_NO_DATAまたは OCI_ERROR

 OCI_NO_DATAは、このキーには valno値がないことを意味します。
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OCIExtractToList()

用途用途用途用途
メモリーに格納されているパラメータ構造からパラメータのリストを生成します。 
OCIExtractValues()をコールする前にコールする必要があります。

構文構文構文構文
sword OCIExtractToList( dvoid     *hndl,
                        OCIError  *err, 
                        uword      *numkeys);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

numkeys (OUT)
メモリーに格納されている個別キーの数です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIExtractFromList()

用途用途用途用途
パラメータ・リストの索引で示されるパラメータの値のリストを生成します。 

構文構文構文構文
sword OCIExtractFromList( dvoid       *hndl, 
                          OCIError    *err, 
                          uword       index, 
                          text        **name, 
                          ub1         *type, 
                          uword       *numvals, 
                          dvoid       ***values);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

index (IN)
パラメータ・リストから取り出すパラメータを示します。

name (OUT)
現行のパラメータのキー名です。

type (OUT)
現行のパラメータの型です。

(OCI_EXTRACT_TYPE_STRING

OCI_EXTRACT_TYPE_INTEGER

OCI_EXTRACT_TYPE_OCINUM

OCI_EXTRACT_TYPE_BOOLEAN)。

numvals (OUT)
このパラメータの値の数です。

values (OUT)
このパラメータの値です。
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コメントコメントコメントコメント
OCIExtractToList()は、このルーチンのコールの前にコールして、メモリーに格納されている
パラメータ構造からパラメータ・リストを生成する必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ ファイルファイルファイルファイル I/Oインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

これらの関数の使用方法の詳細は、 『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照
してください。

OCIFileObject
OCIFileObjectデータ構造には、ファイルのオープン方法およびオープンしてからそのファ
イルへアクセスする方法に関する情報が保持されています。 この構造を OCIFileOpen()で初
期化すると、ファイルで実行可能な操作によって識別子となります。 このパラメータは、
オープンされているファイルで実行するすべての機能に必要です。 このデータ構造は
OCIFileクライアントには不透明です。 これは OCIFileOpen()で初期化し、OCIFileClose()で
終了します。

表表表表 18-5  OCIファイルファイルファイルファイル I/Oインタフェース関数クイック・リファレンスインタフェース関数クイック・リファレンスインタフェース関数クイック・リファレンスインタフェース関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIFileInit() OCIFileパッケージを初期化します。 18-41ページ

OCIFileTerm() OCIFileパッケージを終了します。 18-42ページ

OCIFileOpen() FILEをオープンします。 18-43ページ

OCIFileClose() オープンされているファイルをクローズします。 18-45ページ

OCIFileRead() ファイルからバッファにデータを読み込みます。 18-46ページ

OCIFileWrite() buflenバイトをファイルに書き込みます。 18-48ページ

OCIFileSeek() ファイルの現行の位置を変更します。 18-49ページ

OCIFileExists() ファイルの存在を確認するためにテストします。 18-51ページ

OCIFileGetLength() ファイルの長さを取得します。 18-52ページ

OCIFileFlush() バッファ・データをファイルに書き込みます。 18-53ページ
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OCIFileInit()

用途用途用途用途
OCIFileパッケージを初期化します。 この関数をコールしてから、他の OCIFileルーチンを
コールする必要があります。

構文構文構文構文
sword OCIFileInit( dvoid    *hndl, 
                   OCIError *err);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileTerm()

用途用途用途用途
OCIFileパッケージを終了します。 この関数は、OCIFileパッケージを使用しなくなってから
コールする必要があります。

構文構文構文構文
sword OCIFileTerm( dvoid    *hndl, 
                   OCIError *err);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileOpen()

用途用途用途用途
ファイルをオープンします。

構文構文構文構文
sword OCIFileOpen( dvoid *hndl, 
                   OCIError       *err, 
                   OCIFileObject  **filep, 
                   OraText        *filename, 
                   OraText        *path, 
                   ub4            mode, 
                   ub4            create, 
                   ub4            type);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
ファイル識別子です。

filename (IN)
NULLで終了する文字列のファイル名です。

path (IN)
NULLで終了する文字列のファイルのパスです。

mode (IN)
ファイルをオープンするモードです。 次のモードが有効です。

OCI_FILE_READ_ONLY

OCI_FILE_WRITE_ONLY

OCI_FILE_READ_WRITE

create (IN)
ファイルが存在しない場合に作成するかどうか指定します。有効な値は次のとおりです。
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OCI_FILE_TRUNCATE－ファイルをその存在の有無に関係なく作成します。 ファイルが存
在する場合は、既存のファイルが上書きされます。

OCI_FILE_EXCL－ファイルが存在する場合は失敗し、存在しない場合はファイルが作成さ
れます。

OCI_FILE_CREATE－ファイルが存在する場合はそのファイルをオープンし、存在しない場
合はファイルが作成されます。

OCI_FILE_APPEND－ 書込みの前にファイルの終わりへファイル・ポインタを設定します。 
このフラグは OCI_FILE_CREATEで論理和をとれます。

type (IN)
ファイルの型。 次の値が有効です。

OCI_FILE_TEXT

OCI_FILE_BIN

OCI_FILE_STDIN

OCI_FILE_STDOUT

OCI_FILE_STDERR

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileClose()

用途用途用途用途
オープンされているファイルをクローズします。 

構文構文構文構文
sword OCIFileClose( dvoid         *hndl, 
                    OCIError      *err, 
                    OCIFileObject *filep);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
クローズされるファイル識別子へのポインタです。

コメントコメントコメントコメント
これが戻されると、filepによって指し示された OCIFileObject構造は破棄されます。 した
がって、この関数が戻されてからこの構造にはアクセスしないでください。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileRead()

用途用途用途用途
ファイルからバッファにデータを読み込みます。 

構文構文構文構文
sword OCIFileRead( dvoid         *hndl, 
                   OCIError      *err, 
                   OCIFileObject *filep, 
                   dvoid         *bufp, 
                   ub4           bufl, 
                   ub4           *bytesread);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
ファイルを参照する一意のファイル識別子です。

bufp(IN)
データの読込み先バッファのポインタです。 buflのメモリー長が割り当てられるとみなされ
ます。

bufl (IN)
バイトで示したバッファの長さです。

bytesread (OUT)
読込みバイト数です。

コメントコメントコメントコメント
可能なバイト数をユーザー・バッファに読み込みます。 読込みはユーザー・バッファがいっ
ぱいになるとまたはファイルの終わりに達すると終了します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS
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OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileWrite()

用途用途用途用途
buflenバイトをファイルに書き込みます。

構文構文構文構文
sword OCIFileWrite( dvoid         *hndl, 
                    OCIError      *err, 
                    OCIFileObject *filep, 
                    dvoid         *bufp, 
                    ub4           buflen, 
                    ub4           *byteswritten);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
ファイルを参照する一意のファイル識別子です。

bufp(IN)
データの書込み先バッファのポインタです。 buflenのメモリー長が割り当てられるとみなさ
れます。

buflen (IN)
バイトで示したバッファの長さです。

bytesread (OUT)
書込みバイト数です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileSeek()

用途用途用途用途
ファイルの現行の位置を変更します。 

構文構文構文構文
sword OCIFileSeek( dvoid         *hndl, 
                   OCIError      *err, 
                   OCIFileObject *filep, 
                   uword         origin, 
                   ubig_ora      offset, 
                   sb1           dir);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
ファイルを参照する一意のファイル識別子です。

origin(IN)
検索の開始地点です。 次の地点を開始地点に指定できます。

 OCI_FILE_SEEK_BEGINNING（先頭）

OCI_FILE_SEEK_CURRENT（現行の位置） 

OCI_FILE_SEEK_END（ファイルの終わり）

offset (IN)
読込み開始地点からのバイト数です。

dir (IN)
開始地点から移動する方向です。

注意注意注意注意 : 方向は OCIFILE_FORWARDまたは OCIFILE_BACKWARDのいずれかです。

コメントコメントコメントコメント
この関数では、ファイルの終わりを超えて検索できます。 このような位置から読込みを実行
すると、ファイル終り条件がレポートされます。 そのような位置への書込みは一部のファイ
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ル・システムでしか機能しません。 これは、ファイルの動的成長が許可されていないシステ
ムがあるためです。 このようなシステムでは、ファイルを固定サイズで事前割当てする必要
があります。 この関数はバイト位置に対して検索を実行するということに注意してください。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileExists()

用途用途用途用途
ファイルの存在を確認するためにテストします。

構文構文構文構文
sword OCIFileExists( dvoid    *hndl, 
                     OCIError *err, 
                     OraText  *filename, 
                     OraText  *path, 
                     ub1      *flag);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filename (IN)
NULLで終了する文字列のファイル名です。

path (IN)
NULLで終了する文字列のファイルのパスです。

flag (OUT)
ファイルが存在する場合は TRUEに設定し、存在しない場合は FALSEに設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileGetLength()

用途用途用途用途
ファイルの長さを取得します。

構文構文構文構文
sword OCIFileGetLength( dvoid    *hndl, 
                        OCIError *err, 
                        OraText  *filename, 
                        OraText  *path, 
                        ubig_ora *lenp);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filename (IN)
NULLで終了する文字列のファイル名です。

path (IN)
NULLで終了する文字列のファイルのパスです。

lenp (OUT)
バイトで示したバッファの長さに設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFileFlush()

用途用途用途用途
バッファ・データをファイルに書き込みます。

構文構文構文構文
sword OCIFileFlush( dvoid         *h
                    OCIError      *err, 
                    OCIFileObject *filep);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

filep (IN/OUT)
ファイルを参照する一意のファイル識別子です。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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カートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービスカートリッジ・サービス －－－－ 文字列のフォーマット・インタ文字列のフォーマット・インタ文字列のフォーマット・インタ文字列のフォーマット・インタ
フェースフェースフェースフェース

これらの関数の使用方法の詳細は、 『Oracle8iデータ・カートリッジ開発者ガイド』を参照
してください。

表表表表 18-6  文字列のフォーマット関数クイック・リファレンス文字列のフォーマット関数クイック・リファレンス文字列のフォーマット関数クイック・リファレンス文字列のフォーマット関数クイック・リファレンス

関数関数関数関数 用途用途用途用途 ページページページページ

OCIFormatInit() OCIFormatパッケージを初期化します。 18-55ページ

OCIFormatTerm() OCIFormatパッケージを終了します。 18-56ページ

OCIFormatString() テキスト文字列を指定されたテキスト・バッファに書き込みます。 18-57ページ
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OCIFormatInit()

用途用途用途用途
OCIFormatパッケージを初期化します。 

構文構文構文構文
sword OCIFormatInit( dvoid     *hndl, 
                     OCIError  *err)

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
このルーチンをコールしてから、他の OCIFormatルーチンをコールする必要があります。
またこのルーチンは 1度しかコールできません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFormatTerm()

用途用途用途用途
OCIFormatパッケージを終了します。 

構文構文構文構文
sword OCIFormatTerm( dvoid    *hndl, 
                     OCIError *err)

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

コメントコメントコメントコメント
この関数は、OCIFormatパッケージを使用しなくなってからコールする必要があります。ま
た、コールは 1度しか実行できません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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OCIFormatString()

用途用途用途用途
指定されたテキスト・バッファに、送られた引数リストを使用し、指定のフォーマット文字
列にしたがってテキスト文字列を書き込みます。 

構文構文構文構文
sword OCIFormatString( dvoid        *hndl, 
                       OCIError     *err, 
                       text         *buffer, 
                       sbig_ora     bufferLength, 
                       sbig_ora     *returnLength, 
                       CONST text   *formatString,...);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

hndl (IN)
OCI環境ハンドルまたはユーザー・セッション・ハンドルです。

err (IN/OUT)
OCIエラー・ハンドルです。エラーがある場合は、エラーは errに記録され、OCI_ERROR
が戻されます。OCIErrorGet()のコールによって診断情報を取得できます。

buffer (OUT)
文字列を含むバッファです。

bufferLength (IN)
バイトで示したバッファの長さです。

returnLength (OUT)
バッファに書き込むバイト数です（終了の NULLを除く）。

formatString (IN)
リテラル・テキストとフォーマット指定の任意の組合せを指定できるフォーマット文字列で
す。 フォーマット指定は %文字で区切られ、任意の数（なしも含む）のオプションのフォー
マット修飾子が続き、必須の書式コードで終了します。 フォーマット文字列が %で終わる場
合、つまり後続のフォーマット修飾子やフォーマット指定がない場合は、アクションは実行
されません。 使用可能なフォーマット修飾子および書式コードについて後述します。

...(IN)
フォーム <OCIFormat type wrapper>(<variable>)の引数の変数値です。この <variable>は、
使用される値を含む変数にする必要があります。 定数または式は OCIFormat type wrappers
の引数にはできません。使用可能な OCIFormat type wrappersを次にリストします。 引数リ
ストは OCIFormatEndで終了してください。 
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OCIFormatUb1(ub1 variable);

OCIFormatUb2(ub2 variable);

OCIFormatUb4(ub4 variable);

OCIFormatUword(uword variable);

OCIFormatUbig_ora(ubig_ora variable);

OCIFormatSb1(sb1 variable);

OCIFormatSb2(sb2 variable);

OCIFormatSb4(sb4 variable);

OCIFormatSword(sword variable);

OCIFormatSbig_ora(sbig_ora variable);

OCIFormatEb1(eb1 variable);

OCIFormatEb2(eb2 variable);

OCIFormatEb4(eb4 variable);

OCIFormatEword(eword variable);

OCIFormatChar (text variable);

OCIFormatText(CONST text *variable);

OCIFormatDouble(double variable);

OCIFormatDvoid(CONST dvoid *variable);

OCIFormatEnd 

コメントコメントコメントコメント
このルーチンの最初のコールを実行する前に、OCIFormatInitルーチンのコールを実行して
OCIFormatパッケージを使用できるよう初期化する必要があります。 このルーチンが必要な
くなった場合は、OCIFormatTermをコールして OCIFormatパッケージを終了します。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
OCI_SUCCESS

OCI_INVALID_HANDLE

OCI_ERROR
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フォーマット修飾子フォーマット修飾子フォーマット修飾子フォーマット修飾子

フォーマット修飾子は、より詳細な出力が可能になるようにフォーマット指定を変更または
拡張します。 フォーマット修飾子は任意の順序で指定でき、すべてオプションです。 

フラグ（任意の順序）フラグ（任意の順序）フラグ（任意の順序）フラグ（任意の順序）

� '+'および ' 'の両方のフラグが同じフォーマット指定で使用されている場合は、' ' 
フラグは無視されます。

� '-'および '0'の両方のフラグが同じフォーマット指定で使用されている場合は、'-'
フラグは無視されます。

代替出力代替出力代替出力代替出力 :
� 8進書式コードの場合は、先行ゼロを追加します。 

� 16進書式コードの場合は、先行 '0x'を追加します。

� 浮動小数点書式コードの場合は、出力で常に基数文字が利用されます。

フィールド幅フィールド幅フィールド幅フィールド幅
<w>。この <w> は最小のフィールド幅を指定する数値です。 変換された引数は、この最小幅
で出力され、必要に応じてより広い幅にもできます。 変換された引数がフィールド幅よりも
少ない表示位置を使用する場合は、フィールド幅を調整するために左側（左文字位置の場合
は右側）に埋め込まれます。 埋込み文字は通常空白ですが、0（ゼロ）の埋込みフラグが指定
された場合は 0（ゼロ）になります。 特殊文字 '*'は <w> のかわりに使用でき、現行の引数
はフィールド幅値のために使用されることを示します。実際のフィールドまたは精度が次の
後続引数として続きます。

精度精度精度精度
.<p>は数値 <p>の前にピリオドを指定して、文字列から出力する表示位置の最大数、また
は 10進数値の小数点の後の桁、あるいは整数型で出力する場合の最小桁数を指定します

フラグフラグフラグフラグ 操作操作操作操作

'-' フィールド内の出力を左揃えにします。

'+' 数値型の符号（'+'または '-'）を常に出力します。

' ' 数値の符号が出力されない場合は、符号の位置が空白で出力されま
す。

'0' 数値出力に空白ではなく 0（ゼロ）を埋め込みます。
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カートリッジ・サービス － 文字列のフォーマット・インタフェース
（先行ゼロは相違を補うために追加されます）。 特殊文字 '*'は、 <p>のかわりに使用され、
現行の引数に精度値があることを示します。

引数索引引数索引引数索引引数索引
(<n>)。この <n>は、最初の引数が 1の引数リストに対する整数索引です。引数索引が
フォーマット指定で指定されていない場合は、最初の引数が選択されます。 次に引数索引を
フォーマット指定で指定しないときは 2番目の引数が選択され、それ以降も同じように続き
ます。 引数索引の使用の有無に関係なくフォーマット指定は任意の順序にすることができ、
個別に実行されます。

たとえば、フォーマット文字列 "%u %(4)u %u %(2)u %u"では、OCIFormatString()に指
定された 1番目、4番目、2番目、2番目および 3番目の引数が選択されます。
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カートリッジ・サービス － 文字列のフォーマット・インタフェース
書式コード書式コード書式コード書式コード

書式コードは文字列中の引数のフォーマット方法を指定します。

これらの書式コードは大文字にすると、テキスト文字列を除くすべてのアルファベット文字
が大文字で出力されます。テキスト文字列には、この変換は行われません。

コードコードコードコード 操作操作操作操作

'c' コンパイラ・キャラクタ・セット内のシングルバイト文字

'd' 符号付き 10進整数

'e' フォーム [-]<d><r>[<d>...]e+[<d>]<d><d> の指数（科学）
表記法。この <r>は、現行の言語の基数文字で、<d>は任意の単一
桁になります。デフォルトの精度は定数 OCIFormatDPで指定され
ます。精度はフォーマット修飾子としても指定できます。精度 0を
使用すると基数文字は示されず、指数は常に 2桁以上で出力され 3
桁（1e+01、1e+10および 1e+100など）まで使用できます。

'f' フォーム [-]<d>[<d>...]<r>[<d>...]の固定 10進表記法。 こ
の <r>は、現行の言語に対して適切な基数文字で、<d> は任意の単
一桁です。精度はフォーマット修飾子としても指定できます。精度
0を使用すると基数文字は示されません。デフォルトの精度は定数
OCIFormatDPで指定されます。

'g' 変数浮動小数点表記法。'e'または 'f'を選択します。数値が指定
された精度に適合する場合は 'f'を選択します（指定されていない
場合はデフォルトの精度）。指数フォーマットでより多くの桁を出
力できる場合に限り 'e'を選択します。数値に分数部分がない場合
は基数文字は出力されません。

'i' 'd'と同一

'o' 符号なし 8進整数

'p' プラットフォーム固有のポインタ印刷出力
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's' 次の型ではデフォルトの書式コードを使用して引数を出力します。

ociformatub<n>、ociformatuword、ociformatubig_ora、
ociformateb<n>および ociformateword

使用される書式コードは 'u'です。

ociformatsb<n>、ociformatswordおよび ociformatsbig_
ora

使用される書式コードは 'd'です。

ociformatchar

使用される書式コードは 'c'です。

ociformattext

後続の NULLが検出されるまでテキストを出力します。

ociformatdouble

使用される書式コードは 'g'です。

ociformatdvoid

使用される書式コードは 'p'です。

' %' - print a '%'

'u' 符号なし 10進整数

'x' 符号なし 16進整数

コードコードコードコード 操作操作操作操作
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例例例例

/* This example shows the power of arbitrary argument    */
/* selection in the context of internationalization.  A  */
/* date is formatted in 2 different ways for 2 different */
/* countries according to the format string yet the      */
/* argument list submitted to OCIFormatString remains    */
/* invariant.                                            */

text      buffer[255];
ub1       day, month, year;
OCIError *err;
dvoid    *hndl;

/* Set the date. */

day   = 10;
month = 3;
year  = 97;

/* Work out the date in United States' style: mm/dd/yy *:/
OCIFormatString(hndl, err,
                buffer, (sbig_ora)sizeof(buffer),
                (CONST text *)"%(2)02u/%(1)02u/%(3)02u",
                OCIFormatUb1(day),
                OCIFormatUb1(month),
                OCIFormatUb1(year),
                OCIFormatEnd);    /* Buffer is "03/10/97". */

/* Work out the date in New Zealand style: dd/mm/yy *:/
OCIFormatString(hndl, err,
                buffer, (sbig_ora)sizeof(buffer),
                (CONST text *)"%(1)02u/%(2)02u/%(3)02u",
                OCIFormatUb1(day),
                OCIFormatUb1(month),
                OCIFormatUb1(year),
                OCIFormatEnd);    /* Buffer is "10/03/97". */
18-64 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



第第第第 IV部部部部

付録付録付録付録

第 IV部は、付録で構成されています。

� 付録 A「ハンドルおよび記述子の属性」には、各種 OCIハンドルの属性のリストを示し
ます。

� 付録 B「OCIデモ・プログラム」には、OCI機能のコード例の重要なデモ・プログラム
のリストを示します。

� 付録 C「OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ」では、ほとんどの OCI関数に必要な
サーバー・ラウンドトリップに関して説明します。





ハンドルおよび記述子の
A

ハンドルおよび記述子の属性ハンドルおよび記述子の属性ハンドルおよび記述子の属性ハンドルおよび記述子の属性

この付録では、OCIのハンドルおよび記述子の属性を説明します。この属性は OCIAttrGet()
関数で読み込み、OCIAttrSet()関数で変更することができます。

� 規則

� 環境ハンドル属性

� エラー・ハンドルの属性

� サービス・コンテキスト・ハンドルの属性

� サーバー・ハンドルの属性

� ユーザー・セッション・ハンドルの属性

� トランザクション・ハンドルの属性

� 文ハンドルの属性

� バインド・ハンドルの属性

� 定義ハンドルの属性

� 記述ハンドルの属性

� パラメータ記述子の属性

� LOBロケータの属性

� 複合オブジェクトの属性

� アドバンスト・キューイング記述子の属性

� サブスクリプション・ハンドルの属性

� ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性

� プロセス・ハンドルの属性
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規則
規則規則規則規則
それぞれのハンドル・タイプで読込みまたは変更が可能な属性をリストします。 各属性リス
トには、次の情報が含まれています。

モードモードモードモード
使用されるモードは次の 3つです。

読込み - OCIAttrGet()を使用して属性を読み込みます。

書込み - OCIAttrSet()を使用して属性を変更します。

読込み /書込み - OCIAttrGet()を使用して属性を読み込み、OCIAttrSet()を使用して属
性を変更します。

説明説明説明説明
これは、属性の用途の説明です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
これは、属性のデータ型です。 必要に応じ、読込みモードと書込みモードのデータ型が区別
されます。

可能な値可能な値可能な値可能な値
一定の値のみが許可される場合には、その値を記載します。

例例例例
一部の属性については例が記載されています。
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環境ハンドル属性
環境ハンドル属性環境ハンドル属性環境ハンドル属性環境ハンドル属性

OCI_ATTR_CACHE_ARRAYFLUSH

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性が TRUEに設定されている場合は、OCICacheFlush()のコールによって、共通の表
に属するオブジェクトが一緒にフラッシュされるため、パフォーマンスを大幅に向上するこ
とができます。このモードは、オブジェクトのフラッシュの順序が重要でない場合にのみ使
用します。このモードの間は、オブジェクトに使用済マークが設定される順序が保持される
保証はありません。詳細は、13-5ページ の「オブジェクト・キャッシュ・パラメータ」およ
び 13-10ページ の「変更をサーバーにフラッシュ」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
boolean 

OCI_ATTR_CACHE_MAX_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
最適サイズのパーセンテージとして、クライアント側オブジェクト・キャッシュの最大サイ
ズ（高水位標）を設定します。 デフォルト値は最適サイズの 110%です。 オブジェクト・
キャッシュは最大の最適値を使用して、オブジェクト・キャッシュ内の未使用メモリーを解
放します。詳細は、13-5ページ の「オブジェクト・キャッシュ・パラメータ」を参照してく
ださい。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CACHE_OPT_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
クライアント側オブジェクトのキャッシュの最適サイズをバイト数で設定します。 デフォル
ト値は 8MBです。詳細は、13-5ページ の「オブジェクト・キャッシュ・パラメータ」を参
照してください。
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環境ハンドル属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_OBJECT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
環境がオブジェクト・モードで初期化されている場合は、TRUEを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
boolean *

OCI_ATTR_PINOPTION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションに OCI_PIN_DEFAULTの値
を設定します。 

たとえば、OCI_ATTR_PINOPTIONが OCI_PIN_RECENTに設定されている場合に、pin_
optionパラメータが OCI_PIN_DEFAULTに設定されている OCIObjectPin()をコールすると、
オブジェクトは OCI_PIN_RECENTモードで確保されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIPinOpt *

OCI_ATTR_ALLOC_DURATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションの割当て時間に OCI_
DURATION_DEFAULTの値を設定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIDuration *
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環境ハンドル属性
OCI_ATTR_PIN_DURATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性は、環境ハンドルに対応付けられたアプリケーションの確保継続時間に OCI_
DURATION_DEFAULTの値を設定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIDuration *

OCI_ATTR_HEAPALLOC

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
環境ハンドルから割り当てられたメモリーのカレント・サイズです。これは、アプリケー
ション内でメモリーが最も使用されている部分を追跡するのに役立ちます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_OBJECT_NEWNOTNULL

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性が TRUEに設定されている場合は、新規作成されるオブジェクトに NULL以外の
属性が設定されます。詳細は、10-30ページ の「オブジェクトの作成」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
boolean *

OCI_ATTR_OBJECT_DETECTCHANGE

モードモードモードモード
読込み /書込み
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エラー・ハンドルの属性
説明説明説明説明
この属性が TRUEに設定されている場合は、コミットされた別のトランザクションにより
サーバー内で修正されたオブジェクトのフラッシュを試行すると、アプリケーションが
ORA-08179エラーを受け取ります。

詳細は、13-13ページ の「最適ロックの実現」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
boolean *

OCI_ATTR_SHARED_HEAP_ALLOC

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
共有プールから現在割り当てられているメモリーのサイズを戻します。この属性はどの環境
ハンドルでも使用できますが、有効な値を戻すには、プロセスを共有モードで初期化する必
要があります。この属性は次のように読み込まれます。

ub4 heapsz = 0;
OCIAttrGet((dvoid *)envhp, (ub4)OCI_HTYPE_ENV,
           (dvoid *) &heapsz, (ub4 *) 0,
           (ub4)OCI_ATTR_SHARED_HEAPALLOC, errhp);

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

エラー・ハンドルの属性エラー・ハンドルの属性エラー・ハンドルの属性エラー・ハンドルの属性

OCI_ATTR_DML_ROW_OFFSET

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
エラーが発生した（DML配列の）オフセットを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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サービス・コンテキスト・ハンドルの属性
サービス・コンテキスト・ハンドルの属性サービス・コンテキスト・ハンドルの属性サービス・コンテキスト・ハンドルの属性サービス・コンテキスト・ハンドルの属性

OCI_ATTR_ENV

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
サービス・コンテキストに対応付けられた環境コンテキストを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIEnv **

OCI_ATTR_SERVER

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストのサーバー・コンテキスト属性を指すポインタ
を戻します。

書込みモードでは、サービス・コンテキストのサーバー・コンテキスト属性を設定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIServer **（読込み）/OCIServer * （書込み）

OCI_ATTR_SESSION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストの認証コンテキスト属性を指すポインタを戻し
ます。 

書込みモードでは、サービス・コンテキストの認証コンテキスト属性を設定します。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCISession **（読込み）/OCISession *（書込み）
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サービス・コンテキスト・ハンドルの属性
OCI_ATTR_TRANS

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
読込みモードでは、サービス・コンテキストのトランザクション・コンテキスト属性を指す
ポインタを戻します。

書込みモードでは、サービス・コンテキストのトランザクション・コンテキスト属性を設定
します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCITrans **（読込み）/OCITrans *（書込み）

OCI_ATTR_IN_V8_MODE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
アプリケーションが（OCISvcCtxToLda()コールによって）Oracleリリース 7モードに切り
替えられているかどうかを判断できます。戻り値が 0（ゼロ）以外（TRUE）であれば、ア
プリケーションは現在 Oracleリリース 8モードで実行されており、戻り値が 0（ゼロ）
（FALSE）であればアプリケーションは現在 Oracleリリース 7モードで実行されています。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

例例例例
次のコード例で、このパラメータの使用方法を示します。

in_v8_mode = 0; 
OCIAttrGet ((dvoid *)svchp, (ub4)OCI_HTYPE_SVCCTX, (ub1 *)&in_v8_mode,  
                    (ub4) 0, OCI_ATTR_IN_V8_MODE, errhp); 
if (in_v8_mode) 
     fprintf (stdout, "In V8 mode\n"); 
else 
     fprintf (stdout, "In V7 mode\n");
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サーバー・ハンドルの属性
サーバー・ハンドルの属性サーバー・ハンドルの属性サーバー・ハンドルの属性サーバー・ハンドルの属性

OCI_ATTR_NONBLOCKING_MODE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性は、ブロック化モードを判断します。 

サーバー・コンテキストが非ブロック化モードであれば、読込み時にこの属性値は TRUEを
戻します。設定すると、非ブロック化モード属性が切り替えられます。詳細は、2-35ページ 
の「非ブロック化モード」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
属性値はタイプ ub1です。

OCI_ATTR_ENV

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
サーバー・コンテキストに対応付けられた環境コンテキストを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIEnv **

OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
外部名は使用しやすいグローバルな名前です。これは sys.props$.value$に格納されていま
す（name = 'GLOBAL_DB_NAME'）。外部名は、すべてのデータベースでネットワーク・
ディレクトリ・サービスを使用して登録しない限り、一意である保証はありません。

分散トランザクションを調整する場合に、データベース名をサーバーと交換できます。サー
バー・データベース名へは、OCISessionBegin()コールの発行時、データベースがオープンさ
れていた場合に限り、アクセスすることができます。
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サーバー・ハンドルの属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **（読込み）/text *（書込み）

OCI_ATTR_INTERNAL_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
グローバル・トランザクションの実行時に記録されるクライアント・データベース名を設定
します。 この名前は、障害のために準備状態で保留になっている可能性があるトランザク
ションを追跡するために、DBAで使用できます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **（読込み）/text *（書込み）

OCI_ATTR_IN_V8_MODE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
アプリケーションが（OCISvcCtxToLda()コールによって）Oracleリリース 7モードに切り
替えられているかどうかを判断できます。戻り値が 0（ゼロ）以外（TRUE）であれば、ア
プリケーションは現在 Oracleリリース 8モードで実行されており、戻り値が 0（ゼロ）
（FALSE）であればアプリケーションは現在 Oracleリリース 7モードで実行されています。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_FOCBK

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
詳細は、9-20ページ の「アプリケーション・フェイルオーバー・コールバック」を参照して
ください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIFocbkStruct *
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サーバー・ハンドルの属性
OCI_ATTR_SERVER_GROUP

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
サーバー・グループを指定する、30文字以内の英数字文字列。詳細は、8-11ページ の「パ
スワードおよびセッションの管理」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

OCI_ATTR_SERVER_STATUS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
サーバー・ハンドルの現行の状態を戻します。 値は次のとおりです。

� OCI_SERVER_NORMAL － サーバーへのアクティブな接続があります。 これは、接続
の最後のコールが終了したことを意味します。 次のコールが終了する保証はありません。

� OCI_SERVER_NOT_CONNECTED－サーバーへの接続はありません。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

例例例例
次のコード例で、このパラメータの使用方法を示します。 

ub4 serverStatus = 0
OCIAttrGet((dvoid *)srvhp, OCI_HTYPE_SERVER,
        (dvoid *)&serverStatus, (ub4 *)0, OCI_ATTR_SERVER_STATUS, errhp);
if (serverStatus == OCI_SERVER_NORMAL)
        printf("Connection is up.\n");
else if (serverStatus == OCI_SERVER_NOT_CONNECTED)
        printf("Connection is down.\n");
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ユーザー・セッション・ハンドルの属性
ユーザー・セッション・ハンドルの属性ユーザー・セッション・ハンドルの属性ユーザー・セッション・ハンドルの属性ユーザー・セッション・ハンドルの属性

OCI_ATTR_USERNAME

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
認証に使用するユーザー名を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_MIGSESSION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
セッション・ハンドル用に識別されたセッションを指定します。同じプロセス内または複数
プロセス間で、セッションをある環境から別の環境へ複製することができます。これは、同
じマシン上のプロセスでも異なるマシン上のプロセスでも可能です。複製するセッション
は、移行可能と認証されている必要があります。詳細は、8-11ページ の「パスワードおよび
セッションの管理」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

例例例例
次のコード例で、この属性の使用方法を示します。

OCIAttrSet ((dvoid *) authp, (ub4) OCI_HTYPE_SESSION, (dvoid *) mig_session, 
            (ub4) sz, (ub4) OCI_ATTR_MIGSESSION, errhp);

OCI_ATTR_PASSWORD

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
認証に使用するパスワードを指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *
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ユーザー・セッション・ハンドルの属性
OCI_ATTR_PROXY_CREDENTIALS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
認証に使用するアプリケーション・サーバーの資格証明を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

OCI_ATTR_EXTERNAL_NAME

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
ミドル層アプリケーション用のクライアントの外部名を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

OCI_ATTR_INITIAL_CLIENT_ROLES

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
アプリケーション・サーバーがクライアントにかわって Oracleに接続する場合にクライア
ントが初めに所有する 1つまたは複数のロールを指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4
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トランザクション・ハンドルの属性
トランザクション・ハンドルの属性トランザクション・ハンドルの属性トランザクション・ハンドルの属性トランザクション・ハンドルの属性

OCI_ATTR_TRANS_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この属性を使用して、トランザクションを識別するテキスト文字列の構築または読込みがで
きます。 これは、XIDを使用してトランザクションを識別するかわりに使用される方法です。 
テキスト文字列は、64バイトまで指定できます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **（読込み）/text *（書込み）

OCI_ATTR_TRANS_TIMEOUT 

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
準備時間に使用するタイムアウト値を設定または読込みができます。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 * （読込み）/ ub4（書込み）

OCI_ATTR_XID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
トランザクションを識別する XIDの設定または読込みができます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
XID **（読込み）/XID *（書込み）
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文ハンドルの属性
文ハンドルの属性文ハンドルの属性文ハンドルの属性文ハンドルの属性 

OCI_ATTR_NUM_DML_ERRORS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
DML操作でのエラーの数を戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_ROW_COUNT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
これまでに処理した行の数を戻します。 デフォルト値は 1です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_SQLFNCODE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
文に対応付けられた SQLコマンドの関数コードを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

注意注意注意注意
SQLコマンド・コ－ドのリストを A-16ページの表 A-1「SQLコマンド・コード」に示しま
す。
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文ハンドルの属性
表表表表 A-1  SQLコマンド・コードコマンド・コードコマンド・コードコマンド・コード 

コードコードコードコード SQL関数関数関数関数 コードコードコードコード SQL関数関数関数関数 コードコードコードコード SQL関数関数関数関数

01 CREATE TABLE 43 DROP EXTERNAL 
DATABASE

85 TRUNCATE TABLE

02 SET ROLE 44 CREATE DATABASE 86 TRUNCATE CLUSTER

03 INSERT 45 ALTER DATABASE 87 CREATE BITMAPFILE

04 SELECT 46 CREATE ROLLBACK 
SEGMENT

88 ALTER VIEW

05 UPDATE 47 ALTER ROLLBACK 
SEGMENT

89 DROP BITMAPFILE

06 DROP ROLE 48 DROP ROLLBACK 
SEGMENT

90 SET CONSTRAINTS

07 DROP VIEW 49 CREATE TABLESPACE 91 CREATE FUNCTION

08 DROP TABLE 50 ALTER TABLESPACE 92 ALTER FUNCTION

09 DELETE 51 DROP TABLESPACE 93 DROP FUNCTION

10 CREATE VIEW 52 ALTER SESSION 94 CREATE PACKAGE

11 DROP USER 53 ALTER USER 95 ALTER PACKAGE

12 CREATE ROLE 54 COMMIT (WORK) 96 DROP PACKAGE

13 CREATE SEQUENCE 55 ROLLBACK 97 CREATE PACKAGE 
BODY

14 ALTER SEQUENCE 56 SAVEPOINT 98 ALTER PACKAGE BODY

15 （使用されていません） 57 CREATE CONTROL FILE 99 DROP PACKAGE BODY

16 DROP SEQUENCE 58 ALTER TRACING 157 CREATE DIRECTORY

17 CREATE SCHEMA 59 CREATE TRIGGER 158 DROP DIRECTORY

18 CREATE CLUSTER 60 ALTER TRIGGER 159 CREATE LIBRARY

19 CREATE USER 61 DROP TRIGGER 160 CREATE JAVA

20 CREATE INDEX 62 ANALYZE TABLE 161 ALTER JAVA

21 DROP INDEX 63 ANALYZE INDEX 162 DROP JAVA

22 DROP CLUSTER 64 ANALYZE CLUSTER 163 CREATE OPERATOR

23 VALIDATE INDEX 65 CREATE PROFILE 164 CREATE INDEXTYPE

24 CREATE PROCEDURE 66 DROP PROFILE 165 DROP INDEXTYPE

25 ALTER PROCEDURE 67 ALTER PROFILE 166 ALTER INDEXTYPE
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文ハンドルの属性
OCI_ATTR_ENV

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
文に対応付られた環境コンテキストを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIEnv **

26 ALTER TABLE 68 DROP PROCEDURE 167 DROP OPERATOR

27 EXPLAIN 69 （使用されていません） 168 ASSOCIATE STATISTICS

28 GRANT 70 ALTER RESOURCE COST 169 DISASSOCIATE 
STATISTICS

29 REVOKE 71 CREATE SNAPSHOT LOG 170 CALL METHOD

30 CREATE SYNONYM 72 ALTER SNAPSHOT LOG 171 CREATE SUMMARY

31 DROP SYNONYM 73 DROP SNAPSHOT LOG 172 ALTER SUMMARY

32 ALTER SYSTEM SWITCH 
LOG

74 CREATE SNAPSHOT 73 DROP SUMMARY

33 SET TRANSACTION 75 ALTER SNAPSHOT 174 CREATE DIMENSION

34 PL/SQL EXECUTE 76 DROP SNAPSHOT 175 ALTER DIMENSION

35 LOCK 77 CREATE TYPE 176 DROP DIMENSION

36 NOOP 78 DROP TYPE 177 CREATE CONTEXT

37 RENAME 79 ALTER ROLE 178 DROP CONTEXT

38 COMMENTCOMMENT 80 ALTER TYPE 179 ALTER OUTLINE

39 AUDIT 81 CREATE TYPE BODY 180 CREATE OUTLINE

40 NOAUDIT 82 ALTER TYPE BODY 181 DROP OUTLINE

41 ALTER INDEX 83 DROP TYPE BODY 182 UPDATE INDEXES

42 CREATE EXTERNAL 
DATABASE

84 DROP LIBRARY 183 ALTER OPERATOR

表表表表 A-1  SQLコマンド・コードコマンド・コードコマンド・コードコマンド・コード （続き）（続き）（続き）（続き）

コードコードコードコード SQL関数関数関数関数 コードコードコードコード SQL関数関数関数関数 コードコードコードコード SQL関数関数関数関数
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文ハンドルの属性
OCI_ATTR_STMT_TYPE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
ハンドルに対応付けられた文のタイプ。 可能な値は次のとおりです。

� OCI_STMT_SELECT

� OCI_STMT_UPDATE

� OCI_STMT_DELETE

� OCI_STMT_INSERT

� OCI_STMT_CREATE

� OCI_STMT_DROP

� OCI_STMT_ALTER

� OCI_STMT_BEGIN （PL/SQL文）

� OCI_STMT_DECLARE （PL/SQL文）

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_ROWID

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
OCIDescriptorAlloc()によって割り当てられる ROWID記述子を戻します。詳細は、2-33ペー
ジ の「位置指定の更新および削除」および 3-12ページ の「ROWID」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIRowid *

OCI_ATTR_PARAM_COUNT

モードモードモードモード
読込み
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文ハンドルの属性
説明説明説明説明
この属性を使用して、文ハンドルに対応付けられた文の選択リストにある列数を取得できま
す。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

例例例例
次のコード例で、この属性の使用方法を示します。

/* Describe of a select-list */ 
text *selstmt  = "SELECT * FROM EMP"; 
ub4 parmcnt; 
OCIParam *parmdp; 

err = OCIStmtPrepare (stmhp, errhp, selstmt,
         (ub4)strlen((char *)selstmt), 
           (ub4) OCI_NTV_SYNTAX, (ub4) OCI_DEFAULT); 
err = OCIStmtExecute (svchp, stmhp, errhp, (ub4)1, (ub4)0, 
            (const OCISnapshot*) 0, (OCISnapshot*)0, OCI_DESCRIBE_ONLY); 

/* get the number of columns in the select list */ 
err = OCIAttrGet ((dvoid *)stmhp, (ub4)OCI_HTYPE_STMT, (dvoid *) 
         &parmcnt, (ub4 *) 0, (ub4)OCI_ATTR_PARAM_COUNT, errhp); 

/* get describe information for each column */ 
for (i = 0; i < parmcnt; i++) { 
    OCIParamGet (dvoid *)stmhp, OCI_HTYPE_STMT, errhp, &parmdp, i); 
/* get the attributes for each column */ 
        } 

OCI_ATTR_PREFETCH_ROWS

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
プリフェッチされるトップ・レベル行の数を設定します。 デフォルト値は 1行です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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文ハンドルの属性
OCI_ATTR_PREFETCH_MEMORY

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
プリフェッチされるトップ・レベル行のメモリー・レベルを設定します。 このメモリー・レ
ベルが、指定したメモリー使用量の制限以下である場合は、指定したトップ・レベル行カウ
ントまでの行がフェッチされます。 デフォルト値は 0です。これは、プリフェッチされた行
数の計算にメモリー・サイズが含まれていないことを意味します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_PARSE_ERROR_OFFSET

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
文の解析エラー・オフセットを戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *
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バインド・ハンドルの属性
バインド・ハンドルの属性バインド・ハンドルの属性バインド・ハンドルの属性バインド・ハンドルの属性

OCI_ATTR_CHAR_COUNT

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
5-32ページ の「文字カウント属性」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
バインド・ハンドルのキャラクタ・セット ID。入力データのキャラクタ・セットが UCS-2
（Unicode）の場合、ユーザーはキャラクタ・セット IDを OCI_UCS2IDに設定する必要があ
ります。バインド値バッファは utextバッファであると見なされ、入力長ポインタおよび戻
り値の長さのセマンティクスは、文字セマンティクス（utextの数）に変更されます。ただ
し、先行する OCIBindコールでは、バインド値バッファのサイズをバイト単位で指定する必
要があります。詳細は、5-32ページ の「固定幅 Unicodeサポート」を参照してください。

バインド・ハンドルのキャラクタ・セットを変更する場合は、データベース（スキーマ定
義）内の対応する列の最大長を明示的に指定する必要があります。これは、OCIAttrSet()を
使用して定義ハンドルの OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性の値を指定することにより実行
できます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_CHARSET_FORM

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
バインド・ハンドルのキャラクタ・セット・フォームです。
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バインド・ハンドルの属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
5-31ページ の「OCI_ATTR_MAXDATA_SIZE属性」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb4 *

OCI_ATTR_PDPRC

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
パック 10進数の精度を指定します。SQLT_PDN値の場合、精度は 2*(value_sz-1)に等しく
してください。SQLT_SLS値の場合、精度は (value_sz-1)に等しくしてください。

バインドまたは定義後に、この値は 0（ゼロ）に初期化されます。最初に OCI_ATTR_
PDPRC属性を設定して、次に OCI_ATTR_PDSCLを設定します。これらの値のどちらかを
変更する必要がある場合は、最初に再バインドまたは再定義を行って、次にこれらの属性を
適切に再設定する必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_PDSCL

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
パック 10進値のスケールを指定します。

バインドまたは定義後に、この値は 0（ゼロ）に初期化されます。最初に OCI_ATTR_
PDPRC属性を設定して、次に OCI_ATTR_PDSCLを設定します。これらの値のどちらかを
変更する必要がある場合は、最初に再バインドまたは再定義を行って、次にこれらの属性を
適切に再設定する必要があります。
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定義ハンドルの属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb2 *

OCI_ATTR_ROWS_RETURNED

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
この属性は、RETURNING句で DML文をバインドする OUTのコールバック関数を実行し
ている時、現行の反復で戻される行数を戻します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

定義ハンドルの属性定義ハンドルの属性定義ハンドルの属性定義ハンドルの属性

OCI_ATTR_CHAR_COUNT

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
キャラクタ・タイプ・データの文字数を設定します。 この属性は、定義バッファに必要な文
字数を指定します。 定義コールで指定した定義バッファ長は、文字数より大きくする必要が
あります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
定義ハンドルのキャラクタ・セット ID。出力データのキャラクタ・セットが UCS-2
（Unicode）の場合、ユーザーはキャラクタ・セット IDを OCI_UCS2IDに設定する必要があ
ります。定義値バッファは utextバッファであると見なされ、標識および戻り値の長さのセ
マンティクスは、文字セマンティクス（utextの数）に変更されます。ただし、先行する
OCIDefineコールでは、定義値バッファのサイズをバイト単位で指定する必要があります。
詳細は、5-32ページ の「固定幅 Unicodeサポート」を参照してください。
ハンドルおよび記述子の属性 A-23



定義ハンドルの属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_CHARSET_FORM

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
定義ハンドルのキャラクタ・セット・フォーム

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

OCI_ATTR_PDPRC

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
パック 10進数の精度を指定します。SQLT_PDN値の場合、精度は 2*(value_sz-1)に等しく
してください。SQLT_SLS値の場合、精度は (value_sz-1)に等しくしてください。

バインドまたは定義後に、この値は 0（ゼロ）に初期化されます。最初に OCI_ATTR_
PDPRC属性を設定して、次に OCI_ATTR_PDSCLを設定します。これらの値のどちらかを
変更する必要がある場合は、最初に再バインドまたは再定義を行って、次にこれらの属性を
適切に再設定する必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_PDSCL

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
パック 10進値のスケールを指定します。

バインドまたは定義後に、この値は 0（ゼロ）に初期化されます。最初に OCI_ATTR_
PDPRC属性を設定して、次に OCI_ATTR_PDSCLを設定します。これらの値のどちらかを
変更する必要がある場合は、最初に再バインドまたは再定義を行って、次にこれらの属性を
適切に再設定する必要があります。
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パラメータ記述子の属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb2 *

記述ハンドルの属性記述ハンドルの属性記述ハンドルの属性記述ハンドルの属性

OCI_ATTR_PARAM

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
記述のルートを指します。後続の OCIAttrGet()および OCIParamGet()コールのために使用し
ます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_PARAM_COUNT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
記述ハンドル内のパラメータ数を戻します。 記述ハンドルが選択リストの記述である場合は、
選択リスト内の列数を示します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

パラメータ記述子の属性パラメータ記述子の属性パラメータ記述子の属性パラメータ記述子の属性
パラメータ記述子の属性の詳細なリストは、第 6章「スキーマ・メタデータの記述」を参照
してください。
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LOBロケータの属性
LOBロケータの属性ロケータの属性ロケータの属性ロケータの属性

OCI_ATTR_LOBEMPTY

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
内部 LOBロケータを Empty値に設定します。すると、そのロケータは INSERTまたは
UPDATE文のバインド変数として使用でき、LOBを Empty値に初期化します。LOBが
Empty値になると、OCILobWrite()をコールしてデータを LOBに移入できます。この属性は
内部 LOB（BLOB、CLOB、NCLOB）に対してのみ有効です。

アプリケーションから、0（ゼロ）の値を持つ ub4のアドレスを渡します。たとえば、

ub4 lobEmpty = 0

と宣言した後にアドレス &lobEmptyを渡します。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

複合オブジェクトの属性複合オブジェクトの属性複合オブジェクトの属性複合オブジェクトの属性
複合オブジェクト検索の詳細は、10-19ページ の「複合オブジェクト検索」を参照してくだ
さい。

複合オブジェクト検索ハンドルの属性複合オブジェクト検索ハンドルの属性複合オブジェクト検索ハンドルの属性複合オブジェクト検索ハンドルの属性

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_LEVEL

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
複合オブジェクト検索のレベルの理解。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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複合オブジェクトの属性
OCI_ATTR_COMPLEXOBJECT_COLL_OUTOFLINE

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
オブジェクト型ライン外にあるコレクション属性をフェッチするかどうか。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *

複合オブジェクト検索記述子の属性複合オブジェクト検索記述子の属性複合オブジェクト検索記述子の属性複合オブジェクト検索記述子の属性

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
複合オブジェクト検索に続く REFのタイプ。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
dvoid *

OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE_LEVEL

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
後続の OCI_ATTR_COMPLEXOBJECTCOMP_TYPE型の REFのレベルの理解。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
アドバンスト・キューイング記述子の属性アドバンスト・キューイング記述子の属性アドバンスト・キューイング記述子の属性アドバンスト・キューイング記述子の属性
アドバンスト・キューイング、プロパティおよびオプションの詳細は、『Oracle8iアプリ
ケーション開発者ガイド 基礎編』の「アドバンスト・キューイング」の章を参照してくださ
い。

OCIAQEnqOptions記述子の属性記述子の属性記述子の属性記述子の属性
次に示す属性は、OCIAQEnqOptions記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_RELATIVE_MSGID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
順序逸脱操作で参照されるメッセージのメッセージ識別子を指定します。この値は、OCI_
ATTR_SEQUENCE_DIVISIONで OCI_ENQ_BEFOREが指定されている場合にのみ有効で
す。 順序逸脱が未指定の場合には、この値は無視されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIRaw *

OCI_ATTR_SEQUENCE_DEVIATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
現在エンキューされているメッセージを、すでにキューにあるその他のメッセージより先に
デキューするかどうかを指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
次に示す値のみ有効です。

� OCI_ENQ_BEFORE: メッセージは、OCI_ATTR_RELATIVE_MSGIDで指定したメッ
セージより先にエンキューされます。

� OCI_ENQ_TOP: メッセージは、その他のあらゆるメッセージより先にエンキューされ
ます。
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
OCI_ATTR_VISIBILITY

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
エンキュー要求のトランザクション動作を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
次に示す値のみ有効です。

� OCI_ENQ_ON_COMMIT: エンキューはカレント・トランザクションの一部です。 操作
は、トランザクションがコミットするときに完了します。これは、デフォルトです。

� OCI_ENQ_IMMEDIATE: エンキューはカレント・トランザクションの一部ではありま
せん。 固有のトランザクションで操作が行われます。

OCIAQDeqOptions記述子の属性記述子の属性記述子の属性記述子の属性
次に示す属性は、OCIAQDeqOptions記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_CONSUMER_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
コンシューマ名。 コンシューマ名に合致するメッセージのみがアクセスされます。 キューが
複数のコンシューマに対して設定されていない場合、このフィールドは NULLに設定しま
す。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_CORRELATION

モードモードモードモード
読込み /書込み
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
説明説明説明説明
デキューするメッセージの相関識別子を指定します。パーセント符号（%）やアンダースコ
ア（_）などの特殊なパターン・マッチング文字を使用できますできます。 2つ以上のメッ
セージがパターンに合致する場合、デキューの順序は確定されません。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_DEQ_MODE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
デキューに対応付けられたロック動作を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
次に示す値のみ有効です。

� OCI_DEQ_BROWSE: ロックを取得することなくメッセージを読み込みます。 これは、
SELECT文と同じです。

� OCI_DEQ_LOCKED: メッセージを読み込み、書込みロックを取得します。 ロックは、
トランザクションの存続期間中は有効です。 これは、SELECT FOR UPDATE文と同じで
す。

� OCI_DEQ_REMOVE: メッセージを読み込み、それを更新または削除します。 これは、
デフォルトです。 メッセージは、保存プロパティに基づいてキュー・テーブルに保存さ
れます。

� OCI_DEQ_NO_DATA: メッセージの受取りを確認しますが、実際のメッセージ内容は
送付しません。

OCI_ATTR_DEQ_MSGID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
デキューするメッセージのメッセージ識別子を指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIRaw *
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
OCI_ATTR_NAVIGATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
取り出すメッセージの位置を指定します。最初に位置が判断されます。次に検索基準が適用
されます。最後にメッセージが取り出されます。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
次に示す値のみ有効です。

� OCI_DEQ_FIRST_MSG: 使用可能なメッセージの中から、検索基準に合致する最初の
メッセージを取り出します。 これにより、位置はキューの先頭にリセットされます。

� OCI_DEQ_NEXT_MSG: 使用可能なメッセージの中から、検索基準に合致する次のメッ
セージを取り出します。 前のメッセージがメッセージ・グループに属していた場合は、
検索基準に合致し、なおかつメッセージ・グループに属するメッセージが AQにより取
り出されます。 これは、デフォルトです。

� OCI_DEQ_NEXT_TRANSACTION: 残りのカレント・トランザクション・グループをス
キップし、次のトランザクション・グループから最初のメッセージを取り出します。 こ
のオプションは、現行のキューに対してメッセージをグループ化できる場合に限り使用
できます。

OCI_ATTR_VISIBILITY

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
新しいメッセージをカレント・トランザクションの一部としてデキューするかどうかを指定
します。BROWSEモードを使用しているときは、この可視性（visibility）パラメータは無視
されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
次に示す値のみ有効です。

� OCI_DEQ_ON_COMMIT: デキューはカレント・トランザクションの一部になります。
これは、デフォルトです。
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
� OCI_DEQ_IMMEDIATE: デキューされたメッセージはカレント・トランザクションの
一部ではありません。 固有のトランザクションが構成されます。

OCI_ATTR_WAIT

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
検索基準に合致するメッセージがないときの待機時間を指定します。 同じグループのメッ
セージがデキューされている場合、このパラメータは無視されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
ub4値はいずれも有効ですが、さらに次のような定数が事前定義されています。

� OCI_DEQ_WAIT_FOREVER: いつまでも待ち続けます。 これは、デフォルトです。

� OCI_DEQ_NO_WAIT: 待ちません。

OCIAQMsgProperties記述子の属性記述子の属性記述子の属性記述子の属性
次に示す属性は、OCIAQMsgProperties記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_ATTEMPTS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
あるメッセージに対して今までに何回デキューが試みられたかを指定します。 このパラメー
タは、エンキュー時に設定できません。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb4

可能な値可能な値可能な値可能な値
sb4値はいずれも有効です。
A-32 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



アドバンスト・キューイング記述子の属性
OCI_ATTR_CORRELATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
エンキュー時にプロデューサがメッセージに付けた IDを指定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

可能な値可能な値可能な値可能な値
文字列は 128バイトまで有効です。

OCI_ATTR_DELAY

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
エンキューしたメッセージを遅延させる秒数を指定します。 遅延はメッセージがデキュー可
能になった後の秒数を示します。msgidによりデキューすると、遅延指定は上書きされま
す。 遅延を設定すると、エンキューされたメッセージは WAITING状態となり、遅延時間が
終了するとともに READY状態となります。 DELAY処理にはキュー・モニターを起動させる
必要があります。 遅延は、あくまでもメッセージをエンキューするプロデューサが設定しま
す。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb4

可能な値可能な値可能な値可能な値
すべての sb4値が有効ですが、次の事前定義済の定数が使用可能です。

� OCI_MSG_NO_DELAY: メッセージが即時にデキューできることを示します。

OCI_ATTR_ENQ_TIME

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
メッセージがエンキューされた時間を指定します。 この値はシステムにより判断されるもの
であり、ユーザーは設定できません。
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIDate

OCI_ATTR_EXCEPTION_QUEUE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
正常に処理できないメッセージの移動先となるキューの名前を指定します。 メッセージが移
動されるのは次の 2つの場合です。デキューが max_retries以内の回数で成功しなかった場合
とメッセージの有効期限が切れた場合です。 例外キューのメッセージはすべて EXPIRED状
態です。

デフォルトは、キュー・テーブルと対応付けられた例外キューです。移動時に指定の例外
キューが存在しない場合、メッセージはキュー・テーブルと対応付けられたデフォルトの例
外キューに移動し、警告が警告ファイルにログ記録されます。 デフォルトの例外キューが使
用されている場合は、デキュー時に NULL値が戻されます。

この属性は有効なキュー名を参照する必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_EXPIRATION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
メッセージの時間切れを指定します。 この時間（秒）を経過したメッセージはデキューされ
ません。 このパラメータは、遅延からのオフセットです。時間切れ処理にはキュー・モニ
ターを起動させる必要があります。

時間切れ前のメッセージは READY状態です。 時間切れ前にデキューされないメッセージは、
EXPIRED状態となって例外デキューに移動します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb4

可能な値可能な値可能な値可能な値
すべての sb4値が有効ですが、次の事前定義済の定数が使用可能です。

� OCI_MSG_NO_EXPIRATION: メッセージは時間切れになりません。
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
OCI_ATTR_MSG_STATE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
デキュー時のメッセージの状態を指定します。 このパラメータを、エンキュー時刻に設定す
ることはできません。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4

可能な値可能な値可能な値可能な値
戻される値は次の 4つのみです。

� OCI_MSG_WAITING: メッセージの遅延時間がまだ経過していません。

� OCI_MSG_READY: メッセージは処理できる状態にあります。

� OCI_MSG_PROCESSED: メッセージは処理され、保存されています。

� OCI_MSG_EXPIRED: メッセージは例外キューに移動しました。

OCI_ATTR_PRIORITY

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
メッセージの優先順位を指定します。 数値が小さいほど高い優先順位を示します。 優先順位
は、負数も含めたあらゆる数値で指定できます。 

デフォルト値は 0（ゼロ）です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb4

OCI_ATTR_RECIPIENT_LIST

モードモードモードモード
書込み

説明説明説明説明
このパラメータは、複数のコンシューマを許すキューに対してのみ有効です。 デフォルトの
受信者はキューのサブスクライバです。 このパラメータはデキュー時にコンシューマに戻さ
れません。
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アドバンスト・キューイング記述子の属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIAQAgent **

OCI_ATTR_SENDER_ID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
メッセージの最初の送信者を識別します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIAgent *

OCI_ATTR_ORIGINAL_MSGID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
そのメッセージを生成した最後のキューの ID。メッセージがあるキューから別のキューに
伝播される際に、この属性はメッセージの最後の伝播元であるキューの IDを識別します。
メッセージが複数のキューを経由して伝播されている場合は、この属性は、最初のキューで
はなく最後のキューを識別します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIRaw *

OCIAQAgent記述子の属性記述子の属性記述子の属性記述子の属性
次に示す属性は、OCIAQAgent記述子のプロパティです。

OCI_ATTR_AGENT_ADDRESS

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
プロトコル特定の受信者アドレス。プロトコルが 0（デフォルト）の場合、アドレスの形式
は [schema.]queue[@dblink]となります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *
A-36 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



アドバンスト・キューイング記述子の属性
可能な値可能な値可能な値可能な値
128バイト以下の任意の文字列を指定できます。

OCI_ATTR_AGENT_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
メッセージのプロデューサ名またはコンシューマ名です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

可能な値可能な値可能な値可能な値
30バイト以下の任意の Oracle識別子を指定できます。

OCI_ATTR_AGENT_PROTOCOL

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
アドレスを解釈しメッセージを伝播させるプロトコル。デフォルト値（現在はこれのみがサ
ポートされています）は 0（ゼロ）です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1

可能な値可能な値可能な値可能な値
有効な値は 0（ゼロ）のみです。これはデフォルトでもあります。
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サブスクリプション・ハンドルの属性サブスクリプション・ハンドルの属性サブスクリプション・ハンドルの属性サブスクリプション・ハンドルの属性
関連項目関連項目関連項目関連項目 :ダイレクト・パス・ロードおよびダイレクト・パス・ハンドルの割当ての詳細は、
9-31ページ の「パブリッシュ /サブスクライブの通知」を参照してください。

OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACK

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
サブスクリプション・コールバック。登録コール OCISubscriptionRegister()にサブスクリプ
ション・ハンドルを渡すには、この属性を設定する必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCISubscriptionNotify *

OCI_ATTR_SUBSCR_CTX

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
システムにより起動された際に、クライアントから OCI_ATTR_SUBSCR_CALLBACKが示
すユーザー・コールバックに渡されるコンテキスト。登録コール OCISubscriptionRegister()
にサブスクリプション・ハンドルを渡すには、この属性を設定する必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
dvoid *

OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
サブスクリプション・ハンドルが使用される名前領域。Oracle8i OCIでは、OCI_SUBSCR_
NAMESPACE_AQのみがサポートされ、この値は明示的に設定する必要があります。サブ
スクリプション・ハンドルに設定されるサブスクリプション名は、その名前領域と一貫性を
持たせる必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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OCI_ATTR_SUBSCR_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
サブスクリプション名。すべてのサブスクリプションは、サブスクリプション名によって識
別されます。サブスクリプション名は、指定された長さの一連のバイト数から構成されま
す。サブスクリプション名のバイト長は、この名前が NULLで終了しないことを前提として
指定する必要があります。名前に NLS文字が含まれる可能性があるため、この前提は重要
です。 

クライアントでは、OCIAttrSet()コールを使用して、OCI_HTYPE_SUBSCRのハンドル・タ
イプと OCI_ATTR_SUBSCR_NAMEの属性タイプを指定することによりサブスクリプショ
ン・ハンドルのサブスクリプション名属性を設定できます。

すべてのサブスクリプション・コールバックには、OCI_ATTR_SUBSCR_NAME属性および
OCI_ATTR_SUBSCR_NAMESPACE属性が設定されたサブスクリプション・ハンドルが必
要です。これらの属性が設定されていない場合は、エラーが戻されます。サブスクリプショ
ン・ハンドルに設定されるサブスクリプション名は、その名前領域と一貫性を持たせる必要
があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_SUBSCR_PAYLOAD

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
通知とともに送信する必要があるペイロードに対応するバッファ。バッファ長も同じ属性設
定コールに指定できます。サブスクリプションで通知を実行するには、この属性を設定する
必要があります。Oracle8i OCIでは、タイプ化されていない（ub1 *）ペイロードのみをサ
ポートします。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 *
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ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性
関連項目関連項目関連項目関連項目 :ダイレクト・パス・ロードおよびダイレクト・パス・ハンドルの割当ての詳
細は、9-39ページ の「ダイレクト・パス・ロード」 を参照してください。

ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルの属性ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルの属性ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルの属性ダイレクト・パス・コンテキスト・ハンドルの属性

OCI_ATTR_BUF_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ストリーム転送バッファのサイズを設定します。デフォルト値は 64KBです。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 */ub4 *

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
文字データのデフォルトのキャラクタ・セット ID。このキャラクタ・セット IDは、列レベ
ルで上書きできることに注意してください。キャラクタ・セット IDが列レベルまたは表レ
ベルで指定されていない場合は、NLS環境設定が使用されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 */ub2 *

OCI_ATTR_DATEFORMAT

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
SQLT_CHARから DTYDATに変換する際の、デフォルトの日付書式文字列。この日付書式
文字列は、列レベルで上書きできることに注意してください。日付書式文字列が列レベルま
たは表レベルで指定されていない場合は、NLS環境設定が使用されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *
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OCI_ATTR_DIRPATH_MODE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ダイレクト・パス・コンテキストのモード。

� OCI_DIRPATH_LOAD: ロード操作（デフォルト）

� OCI_DIRPATH_CONVERT: 変換専用操作

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 */ub1 *

OCI_ATTR_DIRPATH_NOLOG

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
各セグメントの NOLOG属性は、イメージ REDOと無効化 REDOのどちらが生成されるか
を次のように判断します。 

� 0: ロードされるセグメントの属性を使用します。 

� 1: ログ記録を行いません。必要があれば DDL文を上書きします。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 */ub1 *

OCI_ATTR_DIRPATH_PARALLEL

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
この値を 1に設定すると、複数ロード・セッションで、共通のセグメントを同時にロードで
きます。デフォルトは 0（ゼロ）です（非パラレル）。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 */ub1 *
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OCI_ATTR_LIST_COLUMNS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
ダイレクト・パス・コンテキストに対応付けられた対応付けられた列リストのパラメータ記
述子に、ハンドルを戻します。OCI_ATTR_NUM_COLS属性で列数を設定した後で、列リ
スト・パラメータ記述子を取り出すことができます。A-45ページ の「列パラメータ属性へ
のアクセス」を参照してください。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
OCIParam* *

OCI_ATTR_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ロードされる表の名前。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *

OCI_ATTR_NUM_COLS

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
表にロードされる列の数。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 */ub2 *

OCI_ATTR_SCHEMA_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ロードされる表が存在するスキーマの名前。指定しない場合は、デフォルトで、接続ユー
ザーのスキーマが使用されます。
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属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *

OCI_ATTR_SUB_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ロードされるパーティションまたはサブパーティションの名前。指定しない場合は、表全体
がロードされます。名前は、その表に属する有効なパーティションまたはサブパーティショ
ンの名前にする必要があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *

ダイレクト・パス列配列ハンドルの属性ダイレクト・パス列配列ハンドルの属性ダイレクト・パス列配列ハンドルの属性ダイレクト・パス列配列ハンドルの属性

OCI_ATTR_COL_COUNT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
最後に処理された行の最終列。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *

OCI_ATTR_NUM_COLS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
列配列の列ディメンション。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 *
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OCI_ATTR_NUM_ROWS

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
列配列の行ディメンション。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_ROW_COUNT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
処理される行数。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの属性ダイレクト・パス・ストリーム・ハンドルの属性

OCI_ATTR_BUF_ADDR

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
ストリーム・データの先頭のバッファ・アドレス。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 **

OCI_ATTR_BUF_SIZE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
ストリーム・データのバイト単位のサイズ。
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属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_ROW_COUNT

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
前の OCIDirPathLoadStream()コールで処理される行数です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_STREAM_OFFSET

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
最後に処理された行の、ストリーム・バッファへのオフセット。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

ダイレクト・パス列パラメータの属性ダイレクト・パス列パラメータの属性ダイレクト・パス列パラメータの属性ダイレクト・パス列パラメータの属性
アプリケーションでは、各列パラメータ記述子に対して属性を設定することにより、ロード
する列、およびデータの外部書式を指定します。列パラメータ記述子は、OCIParamGet()に
よって、列パラメータ・リストのパラメータとして取得されます。列パラメータ・リスト
は、ダイレクト・パス・コンテキストの OCI_ATTR_LIST_COLUMNS属性から取得されま
す。すべてのパラメータは 1を基準としていることに注意してください。

列パラメータ属性へのアクセス列パラメータ属性へのアクセス列パラメータ属性へのアクセス列パラメータ属性へのアクセス
次のコード例、ダイレクト・パス列パラメータの属性の使用方法を示しています。この属性
にアクセスするには、最初に、ロードする列の数を設定して、OCI_ATTR_LIST_COLUMNS
属性から列パラメータ・リストを取得する必要があります。 9-44ページのダイレクト・パス
ロードの例リストで定義されているデータ構造を参照してください。

  /* set number of columns to be loaded */
  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrSet((dvoid *)dpctx, (ub4)OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                       (dvoid *)&tblp->ncol_tbl,
                       (ub4)0, (ub4)OCI_ATTR_NUM_COLS, ctlp->errhp_ctl));
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  /* get the column parameter list */
  OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
            OCIAttrGet((dvoid *)dpctx, 
                       OCI_HTYPE_DIRPATH_CTX,
                       (dvoid *)&ctlp->colLstDesc_ctl, (ub4 *)0,
                       OCI_ATTR_LIST_COLUMNS, ctlp->errhp_ctl));

これで、パラメータ属性を設定できます。

  /* set the attributes of each column by getting a parameter handle on each
   * column, then setting attributes on the parameter handle for the column.
   * Note that positions within a column list descriptor are 1-based. */

   for (i = 0, pos = 1, colp = tblp->col_tbl, fldp = tblp->fld_tbl;
       i < tblp->ncol_tbl;
       i++, pos++, colp++, fldp++)
  {
    /* get parameter handle on the column */
    OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
              OCIParamGet((CONST dvoid *)ctlp->colLstDesc_ctl,
                          (ub4)OCI_DTYPE_PARAM, ctlp->errhp_ctl,
                          (dvoid **)&colDesc, pos));

    colp->id_col = i;                  /* position in column array */

    /* set external attributes on the column */
    /* column name */
    OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
              OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)colp->name_col,
                         (ub4)strlen((const char *)colp->name_col),
                         (ub4)OCI_ATTR_NAME, ctlp->errhp_ctl));

    /* column type */
    OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
              OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)&colp->exttyp_col, (ub4)0,
                         (ub4)OCI_ATTR_DATA_TYPE, ctlp->errhp_ctl));

    /* max data size */
OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
              OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)&fldp->maxlen_fld, (ub4)0,
                         (ub4)OCI_ATTR_DATA_SIZE, ctlp->errhp_ctl));

    if (colp->datemask_col)    /* set column (input field) date mask */
    {
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      OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
                OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)colp->datemask_col,
                         (ub4)strlen((const char *)colp->datemask_col),
                         (ub4)OCI_ATTR_DATEFORMAT, ctlp->errhp_ctl));
    }
    if (colp->prec_col)
    {
      OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
                OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)&colp->prec_col, (ub4)0,
                         (ub4)OCI_ATTR_PRECISION, ctlp->errhp_ctl));
    }
    if (colp->scale_col)
    {
      OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
                OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)&colp->scale_col, (ub4)0,
                         (ub4)OCI_ATTR_SCALE, ctlp->errhp_ctl));
    }
    if (colp->csid_col)
    {
      OCI_CHECK(ctlp->errhp_ctl, OCI_HTYPE_ERROR, ociret, ctlp,
                OCIAttrSet((dvoid *)colDesc, (ub4)OCI_DTYPE_PARAM,
                         (dvoid *)&colp->csid_col, (ub4)0,
                         (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_ID, ctlp->errhp_ctl));
    }
    /* free the parameter handle to the column descriptor */
    OCI_CHECK((dvoid *)0, 0, ociret, ctlp,
              OCIDescriptorFree((dvoid *)colDesc, OCI_DTYPE_PARAM));
  }

OCI_ATTR_CHARSET_ID

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
キャラクタ列のキャラクタ・セット ID。設定しない場合は、デフォルトで、ダイレクト・
パス・コンテキスト内に設定されたキャラクタ・セット IDが使用されます。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 */ub2 *
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OCI_ATTR_DATA_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
列の外部データのバイト単位の最大サイズ。これは、変換バッファ・サイズに影響する可能
性があります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 */ub4 *

OCI_ATTR_DATA_TYPE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
列の外部データ型を戻すか、または設定します。有効なデータ型は、SQLT_CHR、SQLT_
DAT、SQLT_INT、SQLT_UIN、SQLT_FLT、SQLT_PDN、SQLT_BINまたは SQLT_NUM
です。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub2 */ub2 *

OCI_ATTR_DATEFORMAT

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
列の日付変換マスク。設定しない場合、日付書式は、デフォルトでダイレクト・パス・コン
テキスト内に設定された日付変換マスクになります。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *

OCI_ATTR_NAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
ロードされる列の名前を戻すか、または設定します。
A-48 Oracle8iコール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド



ダイレクト・パス・ロード・ハンドルの属性
属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text **/text *

OCI_ATTR_PRECISION

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
精度を戻すか、または設定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub1 */ub1 *

OCI_ATTR_SCALE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
パック 10進数およびゾーン 10進数の入力データ型からの変換のスケール（小数点以下の桁
数）を戻すか、または設定します。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
sb1 */sb1 *
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プロセス・ハンドルの属性
プロセス・ハンドルの属性プロセス・ハンドルの属性プロセス・ハンドルの属性プロセス・ハンドルの属性
共有システム用のパラメータは、OCIAttrSet()コールおよび OCIAttrGet()コールを使用して
設定および読込みできます。使用するハンドル・タイプはプロセス・ハンドル OCI_
HTYPE_PROCです。A-6ページ の OCI_ATTR_SHARED_HEAP_ALLOCの説明も参照し
てください。

OCI_ATTR_MEMPOOL_APPNAME属性、OCI_ATTR_MEMPOOL_HOMENAME属性お
よび OCI_ATTR_MEMPOOL_INSTNAME属性は、アプリケーション名、ホーム名およびイ
ンスタンス名を指定します。これらの名前を一緒に使用して、プロセスを適切な共有プール
領域にマップすることができます。これらの属性を設定しない場合は、内部デフォルト値が
使用されます。特定の動作のための、可能な属性設定を次に示します。

� インスタンス名、アプリケーション名（非修飾）:この設定では、特定の名前の実行可
能ファイルのみが、共通の共有サブシステムに接続できます。たとえば、Officeという
名前の OCIアプリケーションが、Officeが存在するディレクトリに関係なく、共通の共
有サブシステムに接続できます。

� インスタンス名、ホーム名 :この設定では、特定のホーム・ディレクトリ内の一連の実
行可能ファイルが、共有サブシステムの同じインスタンスに接続できます。たとえば、
ORACLE_HOMEディレクトリに存在するすべての OCIアプリケーションが、共通の
共有サブシステムを使用できます。 

� インスタンス名、ホーム名、アプリケーション名（非修飾）:この設定では、特定の実
行可能ファイルのみが、共有サブシステムに接続できます。たとえば、ORACLE_
HOMEディレクトリ内の Officeという名前の 1つのアプリケーションが、指定の共有サ
ブシステムに接続できます。

OCI_ATTR_MEMPOOL_APPNAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
実行可能ファイルのファイル名または完全修飾パス名。 

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_MEMPOOL_HOMENAME

モードモードモードモード
読込み /書込み
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説明説明説明説明
共通の共有サブシステム・インスタンスを使用する実行可能ファイルが存在するディレクト
リ名。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
*text *

OCI_ATTR_MEMPOOL_INSTNAME

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
共有サブシステムのインスタンスを識別する、任意のユーザー定義名。

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
text *

OCI_ATTR_MEMPOOL_SIZE

モードモードモードモード
読込み /書込み

説明説明説明説明
共有プールのバイト単位のサイズ。この属性は次のように設定されます。

ub4 plsz = 1000000;
OCIAttrSet((dvoid *)0, (ub4) OCI_HTYPE_PROC,
           (dvoid *)&plsz, (ub4) 0, (ub4) OCI_ATTR_POOL_SIZE, 0)

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *

OCI_ATTR_PROC_MODE

モードモードモードモード
読込み

説明説明説明説明
現在設定されているすべてのプロセス・モードを戻します。読み込まれる値には、現在設定
されているすべての OCIプロセス・モードの論理和をとった値が含まれます。特定のモード
が設定されているかどうかを判断するには、そのモードで値の論理和をとります。 たとえば、
次のとおりです。
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ub4 mode;
boolean is_shared;

OCIAttrGet((dvoid *)0, (ub4)OCI_HTYPE_PROC,
           (dvoid *) &mode, (ub4 *) 0,
           (ub4)OCI_ATTR_PROC_MODE, 0);

is_shared = (mode & OCI_SHARED);

属性データ型属性データ型属性データ型属性データ型
ub4 *
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OCIデモ・プログ
B

OCIデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラム

Oracleは、OCIコールの使用方法を示すコード例を提供しています。 これらのプログラムは
あくまでも例であり、すべてのプラットフォームで実行できるとは限りません。

デモ・プログラムは、Oracleインストレーションで使用できます。デモ・プログラムの位
置、名前および可用性は、プラットフォームによって異なります。Unixワークステーショ
ンでは、デモ・プログラムは ORACLE_HOME/demoディレクトリにインストールされていま
す。Windows NTマシンでは、デモ・プログラムは ORACLE_HOME¥Oci¥Samplesディレ
クトリにあります。

特定のヘッダー・ファイルまたは SQLファイルがアプリケーションで必要になった場合に
は、これらのファイルも用意されています。 設定やプログラム実行のヒントは、デモ・プロ
グラムの最初に記載されたコメントの情報を参照してください。

表 B-1「OCIデモ・プログラム」に、重要なデモ・プログラムおよびそのプログラムで示さ
れる OCI機能を示します。

 

表表表表 B-1  OCIデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラムデモ・プログラム

プログラム名プログラム名プログラム名プログラム名 示される機能示される機能示される機能示される機能

cdemo81.c Oracle8i OCIの機能性を利用した基本 SQL処理の使用

cdemo82.c ユーザー定義オブジェクトの基本処理の実行

cdemocor.c 複合オブジェクト検索（COR）を使用したパフォーマ
ンス向上

cdemodr1.c、cdemodr2.c、cdemodr3.c LOBおよび REFで使用される RETURNING句を伴う
INSERT/UPDATE/DELETE文の使用 

cdemodsa.c 表の情報の記述

cdemodsc.c オブジェクト型の情報の記述
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cdemofo.c アプリケーション・フェイルオーバー・コールバック
の登録および操作

cdemolb.c LOBオブジェクトの作成、アクセスおよび操作

cdemolb2.c ストリーム・モードおよびコールバック関数を使用し
た CLOB/BLOB列の書込みおよび読込み

cdemolbs.c LOBバッファリング・システムを使用した LOBの書
込みおよび読込み

cdemobj.c REFオブジェクトの確保およびナビゲーション

cdemorid.c INSERT/UPDATE/DELETE文およびフェッチを使用
した 1ラウンドトリップでの複数 ROWID取得

cdemoses.c セッション切替えおよび移行の使用

cdemothr.c OCIThreadパッケージの使用

cdemosyev.c 事前定義済みサブスクリプションの登録およびクライ
アント通知用にコールするコールバック関数の指定
（アドバンスト・キューイングの詳細は、 『Oracle8iア
プリケーション開発者ガイド アドバンスト・キューイ
ング』を参照してください。）

cdemodp_lip.c ダイレクト・パス・ロード関数を使用したデータの
ロード

cdemoupk.c、cdemoup1.c、
cdemoup2.c

複数パッケージでの動的ユーザー・コールバックの使
用

表表表表 B-1  OCIデモ・プログラム（続き）デモ・プログラム（続き）デモ・プログラム（続き）デモ・プログラム（続き）

プログラム名プログラム名プログラム名プログラム名 示される機能示される機能示される機能示される機能
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OCI関数のサーバー・ラウンドトリ
C

OCI関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ関数のサーバー・ラウンドトリップ

この付録では、様々な OCIコール中に起こるサーバー・ラウンドトリップの情報を提供しま
す。 この情報は、プログラマがアプリケーションで特定の作業を実行するために最も効率的
な方法を判断するのに役立ちます。

この付録には、次の項があります。

� 概要

� リレーショナル関数によるラウンドトリップ

� LOB関数によるラウンドトリップ

� オブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップ

� 記述操作によるラウンドトリップ

� データ型のマッピングおよび操作関数によるラウンドトリップ

� その他のローカル関数
ップ C-1



概要
概要概要概要概要
この付録では、様々な OCIコール中に起こるサーバー・ラウンドトリップの情報を提供しま
す。 この情報は、アプリケーションで特定の作業を実行するための最も効率的な方法を判断
するのに役立ちます。

リレーショナル関数によるラウンドトリップリレーショナル関数によるラウンドトリップリレーショナル関数によるラウンドトリップリレーショナル関数によるラウンドトリップ
OCIリレーショナル関数に必要なサーバー・ラウンドトリップ回数のリストを表 C-1に示し
ます。

表表表表 C-1  リレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップリレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップリレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップリレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップ

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数

OCIBreak() 1

OCIEnvCreate() 0

OCIEnvInit() 0

OCIErrorGet() 0

OCIInitialize() 0

OCILdaToSvcCtx() 0

OCILogoff() 1

OCILogon() 1

OCIPasswordChange()

OCIReset() 0

OCIServerAttach() 1

OCIServerDetach() 1

OCIServerVersion() 1

OCISessionBegin() 1

OCISessionEnd() 1

OCISvcCtxToLda() 0

OCITerminate() 1

OCIStmtExecute() 1

OCIStmtFetch() 0または 1

OCIStmtGetPieceInfo() 1

OCIStmtPrepare() 0
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LOB関数によるラウンドトリップ
LOB関数によるラウンドトリップ関数によるラウンドトリップ関数によるラウンドトリップ関数によるラウンドトリップ
表 C-2に、OCILob*()コールで発生するサーバー・ラウンドトリップのリストを示します。 表
の後に、読込みおよび書込みコールに関する情報を記載します。

OCIStmtSetPieceInfo() 0

OCITransCommit() 1

OCITransDetach() 1

OCITransForget() 1

OCITransPrepare() 1

OCItransRollback() 1

OCITransStart() 1

OCIUserCallbackGet() 0

OCIUserCallbackregister() 0

表表表表 C-2  OCILob*()コールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップ 

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数

OCILobAppend() 1

OCILobAssign() 0 

OCILobCharSetForm() 0 

OCILobCharSetId() 0 

OCILobCopy() 1 

OCILobCreateTemporary()

OCILobDisableBuffering() 0 

OCILobEnableBuffering() 0 

OCILobErase() 1 

OCILobFileClose() 1 

OCILobFileCloseAll() 1 

OCILobFileExists() 1 

OCILobFileGetName() 0 

表表表表 C-1  リレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップ（続き）リレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップ（続き）リレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップ（続き）リレーショナル操作のサーバー・ラウンドトリップ（続き）

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数
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オブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップ
オブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップ
表 C-3に、オブジェクト関数およびキャッシュ関数に必要なサーバー・ラウンドトリップ回
数のリストを示します。これらは、キャッシュがウォーム状態にあるときの値です。つま
り、アプリケーションに必要な型記述子オブジェクトがロードされていることを想定してい
ます。

OCILobFileIsOpen() 1 

OCILobFileOpen() 1 

OCILobFileSetName() 0 

OCILobFlushBuffer() この LOBのバッファにある変更ページごとに 1

OCILobFreeTemporary()

OCILobGetLength() 1 

OCILobIsEqual() 0 

OCILobIsTemporary()

OCILobLoadFromFile() 1 

OCILobLocatorAssign() ソース・ロケータまたは宛先ロケータ、あるいは
その両方がテンポラリ LOBを参照している場合
に 1

OCILobLocatorIsInit() 0 

OCILobTrim() 1

OCILobOpen() 1

OCILobClose() 1

OCILobIsOpen() 1

OCILobGetChunkSize() 1

表表表表 C-2  OCILob*()コールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップコールのサーバー・ラウンドトリップ （続き）（続き）（続き）（続き）

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数
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オブジェクト関数およびキャッシュ関数によるラウンドトリップ
表表表表 C-3  オブジェクト関数およびキャッシュ関数のサーバー・ラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数のサーバー・ラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数のサーバー・ラウンドトリップオブジェクト関数およびキャッシュ関数のサーバー・ラウンドトリップ 

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数

OCIObjectNew() 0

OCIObjectPin() 1。必要なオブジェクトがすでにキャッシュにあ
る場合は 0。

OCIObjectUnpin() 0

OCIObjectPinCountReset() 0

OCIObjectLock() 1

OCIObjectMarkUpdate() 0

OCIObjectUnmark() 0

OCIObjectUnmarkByRef() 0

OCIObjectFree() 0

OCIObjectMarkDelete() 0

OCIObjectMarkDeleteByRef() 0

OCIObjectFlush() 1

OCIObjectRefresh() 1

OCIObjectCopy() 0

OCIObjectGetTypeRef() 0

OCIObjectGetObjectRef() 0

OCIObjectGetInd() 0

OCIObjectExists() 0

OCIObjectIsLocked() 0

OCIObjectIsDirty() 0

OCIObjectPinTable() 1

OCIObjectArrayPin() 1

OCICacheFlush() 1

OCICacheRefresh() 1

OCICacheUnpin() 0

OCICacheFree() 0

OCICacheUnmark() 0
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記述操作によるラウンドトリップ
記述操作によるラウンドトリップ記述操作によるラウンドトリップ記述操作によるラウンドトリップ記述操作によるラウンドトリップ
OCIDescribeAny()、OCIAttrGet()および OCIParamGet()に必要なサーバー・ラウンドトリッ
プの回数のリストを表 C-4に示します。

データ型のマッピングおよび操作関数によるラウンドトリップデータ型のマッピングおよび操作関数によるラウンドトリップデータ型のマッピングおよび操作関数によるラウンドトリップデータ型のマッピングおよび操作関数によるラウンドトリップ
データ型マッピングおよび操作関数によるラウンドトリップ回数のリストを表 C-5に示しま
す。表内のアスタリスクは、特定の接頭辞を持つすべての関数のサーバー・ラウンドトリッ
プ回数が同じになることを示します。たとえば、OCINumberAdd()、OCINumberPower()およ
び OCINumberFromText()では、サーバー・ラウンドトリップはすべて 0となります。

表表表表 C-4  記述操作のサーバー・ラウンドトリップ記述操作のサーバー・ラウンドトリップ記述操作のサーバー・ラウンドトリップ記述操作のサーバー・ラウンドトリップ

関数関数関数関数 サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数

OCIDescribeAny() 型記述子オブジェクトの REF取得のために 1ラウンドトリップ。

OCIAttrGet() 型オブジェクトがオブジェクト・キャッシュにない場合、型を
記述するために 2ラウンドトリップ。

各コレクション要素、型属性、メソッドまたはメソッド引数記
述子につき 1ラウンドトリップ。コレクション要素、型属性ま
たはメソッド引数に対して OCI_ATTR_TYPE_NAMEまたは
OCI_ATTR_SCHEMA_NAMEを使用している場合はさらに 1ラ
ウンドトリップ。 

最初の OCIAttrGet()コールの後で、オブジェクト・キャッシュ
に記述されるすべての型オブジェクトがすでにある場合は 0。

OCIParamGet() 0

表表表表 C-5  データ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップデータ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップ

関数関数関数関数  サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数

OCINumber*() 0

OCIDate*() 0

OCIString*() 0

OCIRaw*() 0

OCIRef*() 0

OCIColl*() 0。コレクションがキャッシュにロードされていない場合は 1。

OCITable*() 0。NESTED TABLEがキャッシュにロードされていない場合は
1。
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その他のローカル関数
その他のローカル関数その他のローカル関数その他のローカル関数その他のローカル関数
表 C-6に示す関数はローカルであるため、サーバー・ラウンドトリップは不要です。

OCIIter*() 0。コレクションがキャッシュにロードされていない場合は 1。

表表表表 C-6  ローカルに処理される関数ローカルに処理される関数ローカルに処理される関数ローカルに処理される関数

ローカル関数名ローカル関数名ローカル関数名ローカル関数名 注意注意注意注意

OCIAttrGet()

OCIAttrSet()

OCIBindByName()

OCIBindByPos()

OCIBindDynamic()

OCIBindObject()

OCIBindArrayOfStruct()

OCIDefineByPos()

OCIDefineDynamic()

OCIDefineArrayOfStruct()

OCIDefineObject()

OCIDescriptorAlloc()

OCIDescriptorFree()

OCIEnvInit()

OCIEnvCreate()

OCIErrorGet()

OCIHandleAlloc()

OCIHandleFree()

OCILdaToSvcCtx()

OCISvcCtxToLda()

OCIStmtGetBindInfo()

OCIStmtPrepare()

表表表表 C-5  データ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップ（続き）データ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップ（続き）データ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップ（続き）データ型操作関数のサーバー・ラウンドトリップ（続き）

関数関数関数関数  サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数サーバー・ラウンドトリップの回数
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その他のローカル関数
OCIStmtGetBindInfo()

OCIStmtPrepare()

OCIStmtFetch() プリフェッチされた行を取り出す場合はロー
カル

表表表表 C-6  ローカルに処理される関数（続き）ローカルに処理される関数（続き）ローカルに処理される関数（続き）ローカルに処理される関数（続き）

ローカル関数名ローカル関数名ローカル関数名ローカル関数名 注意注意注意注意
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B
BFILE
データ型，3-18

BLOB
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C
CASE OTTパラメータ，14-26
CHAR
外部データ型，3-15

CHARZ
外部データ型，3-16

checkerr()関数
コード・リスト，2-27

CLOB
データ型，3-19

code OTTパラメータ，14-24
config OTTパラメータ，14-25
COR，「複合オブジェクト検索」を参照

Cデータ型
OCIでの操作，11-4

D
DATE
外部データ型，3-13

DDL，「データ定義言語」を参照
DML，「データ操作言語」を参照

E
ERRTYPE OTTパラメータ，14-25

F
FILE

OSファイルとの関連付け，7-3
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FLOAT
外部データ型，3-10

G
GTRID，「トランザクション識別子」を参照

H
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I
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initfunc OTTパラメータ，14-25
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INTEGER
外部データ型，3-10

intype OTTパラメータ，14-23
intypeファイル

OTTの実行時に提供，14-7
構造，14-27

L
LOB

OCI関数，7-4
一時オブジェクトの属性，7-4
外部データ型，3-17
可変幅キャラクタ・セット，15-107
キャラクタ・セット，15-107
コールバック，7-10
固定幅キャラクタ・セット，15-107
作成，7-2
定義，5-21
データのフェッチ，4-15
テンポラリ，7-14
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テンポラリの解放，7-15
テンポラリの作成，7-15
テンポラリの例，7-16
バインド，5-10
バッファリング，7-8
変更，7-2
量およびオフセット・パラメータ，15-107
ロケータ，2-15

LOBオペレーションのバッファリング，7-8
LOB関数，15-106
サーバー・ラウンドトリップ，C-3

LOBロケータ，2-15
属性，A-26

LONG
外部データ型，3-12

LONG RAW
外部データ型，3-14
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外部データ型，3-14

LONG VARRAW
外部データ型，3-14

M
MDO，「メソッド記述子オブジェクト」を参照，11-22

N
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問題，5-30

NCLOB
データ型，3-19

NESTED TABLE
操作用関数，11-19
要素順序，11-20

NLS
OCI関数，xxvii，2-3

no-op
定義，16-22

NULL
アトミック，10-27
オブジェクト，10-27
検出，2-32
挿入，2-31
データベースに挿入，2-30
標識変数を使用して挿入，2-30

NULL標識構造体，10-27
OTTで生成された，10-9
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O
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