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はじめにはじめにはじめにはじめに

このユーザーズ・ガイドでは、ユーザー定義のオブジェクト型および PL/SQLパッケージを
Javaクラスに変換する JPublisherユーティリティを説明します。 ユーザーのアプリケーショ
ンで、オブジェクト型、VARRAY型、NESTED TABLE型、REF型または PL/SQLパッケー
ジに対応する Javaクラスを必要とする SQLJプログラマおよび JDBCプログラマが、この
JPublisherユーティリティを使用します。

ここでは、次の項目について説明します。

� 対象読者

� マニュアルの構成

� 関連資料

� 表記規則
                                                                               v



対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、Oracleデータベースと SQL、SQLJおよび Javaプログラミング言語を理
解している経験豊富なプログラマを対象としています。 JDBCの原理をよく理解している必
要もあります。 

マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成
このマニュアルは次の 2つの章で構成されています。

関連資料関連資料関連資料関連資料
このマニュアルでは、次に示す Oracle8iのマニュアルを参照しています。

� Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス

このマニュアルでは、Oracleで実現した JDBC標準および Oracle JDBCサーバー側ドラ
イバとクライアント側ドライバを説明しています。  Oracleの拡張要素により SQLデー
タ型から Javaクラスへのマッピングが可能になり、SQLデータ処理において多くの利
点が提供されます。 また、Oracle拡張要素はデータベースにおける構造化オブジェクト
の使用もサポートします。 

�  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス

このマニュアルでは、SQLJを使用して、静的 SQL操作を Javaコードに直接埋め込む方
法を説明しています。 標準の SQLJ機能および Oracle固有の SQLJ機能の両方を説明し
ます。

� Oracle8i Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド

このマニュアルでは、Oracle RDBMSをすべての Javaプログラマにオープンにする、
Javaストアド・プロシージャを説明しています。 ストアド・プロシージャ（ファンク
ション、プロシージャ、データベース・トリガーおよび SQLメソッド）により、Java
開発者はビジネス論理をサーバー・レベルで実装して、アプリケーション・パフォーマ
ンス、スケーラビリティおよびセキュリティを改善できます。

第 1章「JPublisher」 JPublisherユーティリティの概要を説明します。 また、オブ
ジェクト型やメソッド引数を変換する場合に使用する
JPublisherコマンドライン、コマンドライン・オプション、
入力ファイルおよびデータの型マッピングも説明します。

第 2章「JPublisherの例」 オブジェクト型およびラッパー・メソッドの JPublisher出
力の例を示します。 
vi                                                                                   



� Oracle8i Enterprise JavaBeansと CORBA開発者ガイド

このマニュアルでは、JavaBeans仕様および CORBA仕様に対する Oracle拡張要素を説
明しています。

�  Oracle8i SQLリファレンス

このマニュアルでは、Oracleデータベースで情報を管理するために使用する構造化問合
せ言語（SQL）の内容と構文を詳しく説明しています。 

�  Oracle8i PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス

PL/SQLは SQLに対する Oracleのプロシージャ拡張要素です。 拡張された第 4世代プ
ログラミング言語（4GL）である、PL/SQLは透過的な SQLアクセス、Oracle Server
や Toolsとの緊密な統合、移植性、セキュリティおよび最新ソフトウェア・エンジニア
リング機能（データのカプセル化、オーバーロード、例外処理および情報の非表示な
ど）を提供します。 このマニュアルでは、PL/SQLの背景にあるすべての概念を説明し、
PL/SQLの様々な面を示します。 

表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアルでは Solaris構文を使用します。 ただし、Windows NTでのファイル名およ
びディレクトリ名は特に指定がない限り同一です。

[ORACLE_HOME]は Oracleホーム・ディレクトリのフルパスを示しています。

例では、特に指定がない限り各行の終わりで改行されています。 入力行の終わりで [Enter]
キーを押す必要があります。

さらに、このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則表記規則表記規則表記規則 意味意味意味意味

    .
    .
    .

例に示される縦の省略記号は、その例に直接関係のない情報が省略され
ていることを意味します。

. . . 文またはコマンドに示される横の省略記号は、その例に直接関係のない
文またはコマンドの一部分が省略されていることを意味します。

< >  山カッコはユーザーが指定する名前を囲みます。

[ ] 大カッコはオプションの句を囲みます。その中の 1つを選択するか、な
にも選択しないことができます。
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JPublisher

この章では、次の項目について説明します。

� JPublisherについて

� JPublisherの使用

� 入力ファイル

� データ型マッピングについて

� JPublisherで生成される SQLJクラスの使用

� JPublisherで生成される Javaクラスの使用

� JPublisherの制限事項
lisher 1-1



JPublisherについて
JPublisherについてについてについてについて
この項には次の項目があります。

� 概要

� JPublisherの要件

� JPublisherで実行される内容

� JPublisherで生成される内容

� PL/SQLパッケージおよび Oracleオブジェクトの変換と使用

� オブジェクト型、コレクション型および REF型のプログラムでの表現方法

� JPublisherコマンドラインの例

� JPublisher変換の例

概要概要概要概要
JPublisherはすべて Javaで記述されたユーティリティで、次のユーザー定義データベース・
エンティティを Javaプログラムで表すために Javaクラスを生成します。

� オブジェクト型

� 参照（REF）型

� コレクション型（VARRAYまたは NESTED TABLE）

� PL/SQLパッケージ

JPublisherを使用すると、強い型指定の方法でオブジェクト型、REF型およびコレクション
型（VARRAYまたは NESTED TABLE）の Javaクラスへのマッピングを指定およびカスタマ
イズできます。 

JPublisherでは、オブジェクト型の属性ごとに getおよび setアクセッサ・メソッドが生
成されます。 オブジェクト型にメンバー・メソッドがある場合は、JPublisherでメンバー・
メソッドをコールするラッパー・メソッドを生成できます。 ラッパー・メソッドはデータ
ベース上で実行されるメンバー・メソッドをコールするメソッドです。

また、JPublisherでは PL/SQLパッケージ用のクラスも生成できます。 これらのクラスには、
PL/SQLパッケージのストアド・プロシージャをコールするためのラッパー・メソッドが含
まれます。

JPublisherで生成されるラッパー・メソッドには SQLJコードが含まれます。 このため、
JPublisherではラッパー・メソッドをもつクラス（オブジェクト型または PL/SQLパッケー
ジを表すクラス）に対して .sqljソース・ファイルが生成されます。 REF型またはコレク
ション型を示すクラスに対して .javaソース・ファイルが生成されます。 JPublisherでラッ
パー・メソッドを生成せずにオブジェクト型を変換すると、オブジェクト型を示す .java
1-2 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



JPublisherについて
ソース・ファイルが生成されます。 .sqljファイルをコンパイルする場合は SQLJを使用し、
.javaファイルをコンパイルする場合は SQLJまたは Javaコンパイラを使用します。

JPublisherで生成されたクラスを直接使用しない場合、次の方法を実行できます。

� 生成されたクラスを拡張します。

� JPublisherを使用せずに、ユーザーが Javaクラスを記述します。 このアプローチは非常
に柔軟ですが、時間がかかりエラーも起こりやすくなります。 

� 汎用クラスを使用して、オブジェクト型、REF型およびコレクション型を表します。 
oracle.sqlパッケージには、オブジェクト型、REF型およびコレクション型を表す単
純な汎用クラスが含まれます。 これらのクラスがユーザーの要件を満たす場合は、
JPublisherを使用する必要はありません。 

オブジェクト型とオブジェクト型とオブジェクト型とオブジェクト型と JPublisher  JPublisherを使用すると、Java言語アプリケーションで
Oracle8i Serverのオブジェクト型を使用できます。 Java言語アプリケーションでオブジェク
ト・データにアクセスする場合は、そのデータを Java形式で表す必要があります。 
JPublisherにより、オブジェクト型と Javaクラス、およびオブジェクト属性型とそれに対応
する Java型の間にマッピングを作成してデータを Java形式で表現できます。

JPublisherで生成されたクラスは、oracle.sql.CustomDatumインタフェースまたは
java.sql.SQLDataインタフェースのいずれかを実装します。どちらのインタフェース
も、データベースと Javaプログラム間でオブジェクト型のインスタンスを移送できます。 
CustomDatumインタフェースの詳細は、『 Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。 SQLDataインタフェースの詳細は、Sun Microsystemsから発行
されている『The JDBC 2.0 API』を参照してください。

PL/SQLパッケージとパッケージとパッケージとパッケージと JPublisher  PL/SQLパッケージ内のストアド・プロシージャを Javaア
プリケーションからコールする場合があります。 ストアド・プロシージャは、PL/SQLサブ
プログラムまたは SQLに対して公開されている Javaメソッドに変換できます。 Java引数お
よびファンクションはストアド・プロシージャに渡され、そのストアド・プロシージャから
戻されます。

これを実行するために、パッケージ内のサブプログラムごとにラッパー・メソッドを含むク
ラスを作成するよう JPublisherに指示できます。 JPublisherで生成されたラッパー・メソッ
ドにより、Javaコードからの PL/SQLストアド・プロシージャのコールまたはクライアン
トの Javaプログラムからの Javaストアド・プロシージャのコールが簡単に実行できます。

JPublisherでは要求された PL/SQLストアド・プロシージャやストアド・ファンクションの
ラッパー・メソッドを含む単一クラスが生成されます。

JPublisherの要件の要件の要件の要件
JPublisherと SQLJは常に一緒にインストールされるため、JPublisherリリース 8.1.6を使用
する場合は、SQLJもリリース 8.1.6を使用する必要があります。 JPublisherのすべての機能
を使用するには、次の機能も必要です。
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� Oracleデータベース リリース 8.1.6

� Oracle JDBCドライバ リリース 8.1.6

� Java2 SDK1.2

JPublisherの一部の機能のみを使用する場合は、要件が緩和されます。

� SQLDataクラスを生成せず、java.sql.Blobクラスおよび java.sql.Clobクラスも
使用しない場合は、Java2 SDK1.2ではなく JDKリリース 1.1.1以上を使用できます。

� PL/SQLパッケージに対してコードを生成しない場合は、Oracleデータベース リリース
8.1.5を使用できます。

� Oracle固有の CustomDatumインタフェースを実装するクラスを生成しない場合は、
Oracle以外の JDBCドライバまたは Oracle以外の SQLJ機能を使用できます。 
JPublisherで生成されたコードを実行している場合は、Oracle以外のデータベースとも
接続できますが、JPublisher自体は Oracleデータベースと接続する必要があります。 
Oracleでは、Oracle以外のコンポーネントを使用する構成のテストもサポートもしませ
ん。

� PL/SQLパッケージも SQLDataインタフェースを実装するクラスも使用しない（つま
り、JPublisherを使用して CustomDatumインタフェースを実装するクラスのみを生成
する）場合は、Oracleデータベース リリース 8.1.5を JDBCドライバ リリース 8.1.5お
よび JDKリリース 1.1.1以上とともに使用できます。

� JPublisherでラッパー・メソッドを生成しない場合は、.sqljファイルを生成しません。
このため、SQLJを使用する必要はありません。

JPublisherで実行される内容で実行される内容で実行される内容で実行される内容
JPublisherはデータベースに接続し、コマンドラインまたは入力ファイルから指定した SQL
オブジェクト型または PL/SQLパッケージの記述を取り出します。 JPublisherはデフォルト
で JDBC OCIドライバを使用してデータベースに接続します。この場合、Net8と必要なサ
ポート・ファイルを含む Oracleクライアントがインストールされたマシンが必要です。 
Oracleクライアント・マシンがない場合、JPublisherでは Oracle Thin JDBCドライバを使用
できます。

JPublisherでは、変換対象のデータベース・オブジェクト型ごとに Javaクラスが生成されま
す。 Javaクラスには、オブジェクトをデータベースに対して読み書きするために必要なコー
ドが含まれます。 JPublisherで生成したクラスを配置する際には、JDBCドライバも含めて、
必要なランタイム・ファイルをマシンにインストールする必要があります。 ラッパー・メ
ソッドを作成する場合は、さらに SQLJランタイム・ライブラリも必要です。

JPublisherでは、変換対象の PL/SQLパッケージごとに 1つのクラスが生成されます。 その
クラスには、サーバーでパッケージ・メソッドをコールするためのコードが含まれます。 メ
ソッドの IN引数は、クライアントからサーバーへ送られ、OUT引数および結果はサーバー
からクライアントへ戻されます。 
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次の項では、JPublisherでオブジェクト型と PL/SQLパッケージに対して作成されるソー
ス・ファイルの概要を説明します。

JPublisherで生成される内容で生成される内容で生成される内容で生成される内容
JPublisherで生成されるファイル数は、CustomDatumクラス
（oracle.sql.CustomDatumインタフェースを実装するクラス）または SQLDataクラス
（java.sql.SQLDataインタフェースを実装するクラス）のどちらを要求するかによって
異なります。

CustomDatumインタフェースでは、データベース・オブジェクト型、REF型およびコレク
ション型が強い型指定の方法でサポートされます。 つまり、データベース内の特定のオブ
ジェクト型、REF型またはコレクション型ごとに対応する Java型が存在します。 一方、
SQLDataインタフェースでは、データベース・オブジェクト型のみが強い型指定の方法で
サポートされます。 すべての REF型は通常 java.sql.Refのインスタンスとして表され、
すべてのコレクション型は汎用的に java.sql.Arrayのインスタンスとして表されます。
したがって、JPublisherで CustomDatumクラスが生成されている場合に限り、REF型およ
びコレクション型用にクラスが生成されます。

オブジェクト型に対して JPublisherを実行して CustomDatumクラスを要求すると、自動的
に次のクラスが生成されます。

� Javaプログラムで Oracleオブジェクト型のインスタンスを表すオブジェクト・クラス。

� Oracleオブジェクト型用のオブジェクト参照用の参照クラス。

� トップレベル・オブジェクト内で直接的または間接的にネストされているオブジェクト
属性またはコレクション属性の Javaクラス。 これは、トップレベル・クラスのインスタ
ンスが具体化されるたびに Javaで属性が具体化されるために必要です。

一方、SQLDataクラスを要求すると、JPublisherでは参照クラスもネストされたコレクショ
ン属性用のクラスも生成されません。

コレクション型に対して JPublisherを実行している場合は、CustomDatumクラスを要求す
る必要があります。 JPublisherでは自動的に次のクラスが生成されます。

� Oracleコレクション型に対応する型定義として動作するコレクション・クラス。

� コレクション要素がオブジェクトの場合、その要素型に対応する Javaクラス。また、要
素型内で直接的あるいは間接的にネストされたオブジェクト属性用の Javaクラス。

これは、コレクションのインスタンスが具体化されるたびに Javaでオブジェクト要素
が具体化されるために必要です。 

PL/SQLパッケージに対して JPublisherが実行されている場合は、次のクラスが自動的に生
成されます。 

� パッケージのストアド・プロシージャをコールするラッパー・メソッド付きの Javaクラ
ス。
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型マッピング型マッピング型マッピング型マッピング
JPublisherでは、オブジェクトの属性のデータ型と PL/SQLパッケージの引数およびファン
クション結果が、グローバルに指定されたマッピングに従って Javaにマップされます。 
Oracleスタイルまたは JDBCスタイルのマッピングを要求できます。 数値型の場合は、他の
2つのマッピング・スタイル、Object JDBCスタイルおよび BigDecimalスタイルが使用でき
ます。

� JDBCマッピングは、JDBC仕様の 8.1項に示されているように、SQLデータ型に対する
デフォルトの Javaマッピングに基づいています。 JDBCマッピングでは、ほとんどの数
値型は intおよび floatなどの Java基本型にマップされ、DECIMALおよび
NUMBERが java.math.BigDecimalにマップされます。数値以外の事前定義型は、
java.lang.Stringおよび java.sql.Blobなどの標準 Javaクラスへマップされ、
オブジェクト型は SQLDataクラスへマップされます。

� Object JDBCマッピングは数値型のみに影響を与え、JDBC仕様の 14.2項で指定されてい
るように、SQL型から Javaオブジェクト型へのマッピングに基づいています。 Object 
JDBCマッピングでは、ほとんどの数値型は java.lang.Integer および
java.lang.Floatなどの Javaラッパー・クラスへマップされ、さらに DECIMALお
よび NUMBERは java.math.BigDecimalへマップされます。このマッピングは数
値型用のデフォルトです。

� BigDecimalマッピングは数値型のみに影響を与えます。 その名前のとおり、BigDecimal
マッピングでは、すべての数値型は java.math.BigDecimalにマップされます。

� Oracleマッピングでは、Oracleデータ型が対応する oracle.sqlクラスへマップされま
す。すべての数値型は oracle.sql.NUMBERへマップされ、数値以外の型は
oracle.sql.CHARおよび oracle.sql.BLOBなどの Oracle型へマップされます。オ
ブジェクト型は CustomDatumクラスへマップされます。 

Oracleマッピング、JDBCマッピングおよび Object JDBCマッピングの詳細は、1-25ページ
の「すべての型の型マッピング（-mapping）」および 1-44ページの「データ型マッピングに
ついて」を参照してください。
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PL/SQLパッケージおよびパッケージおよびパッケージおよびパッケージおよび Oracleオブジェクトの変換と使用オブジェクトの変換と使用オブジェクトの変換と使用オブジェクトの変換と使用
この項では、オブジェクト（NESTED TABLEおよび VARRAYを含む）および PL/SQLパッ
ケージ用のコードを変換して使用するための基本ステップを説明します。

1. 必要なオブジェクト型（Oracleオブジェクト）および PL/SQLパッケージをデータ
ベース内に作成します。 

2. JPublisherでは、PL/SQLパッケージ、オブジェクト型および REF型などを表す Java
クラス用のソース・コードが生成され、指定した Javaパッケージに配置されます。 
JPublisherで REFクラス、VARRAYクラスおよびNESTED TABLEクラス用に .java
ファイルが生成されます。 JPublisherでラッパー・メソッドを生成するように指定する
と、オブジェクト型とパッケージ用に .sqljファイルが生成されます。 ラッパー・メ
ソッドの生成を指定しない場合、オブジェクト型用にラッパー・メソッドを持たない
.javaファイルが生成され、パッケージ用のクラスは生成されません（パッケージには
ラッパー・メソッドのみが含まれているため）。 

3. これらのクラスをユーザーのアプリケーション・コードにインポートします。

4. 生成されたクラスのメソッドを使用して、Oracleオブジェクトおよびその属性をアクセ
スし、操作します。

5. すべてのクラス（JPublisherで生成されたコードとユーザーのコード）をコンパイルし
ます。 SQLJコンパイラで .sqljファイルをコンパイルし、Javaまたは SQLJコンパイ
ラで .javaファイルをコンパイルします。 

6. コンパイル済みアプリケーションを実行します。

図 1-1は前述のステップを示しています。
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図図図図 1-1  オブジェクト・コードの変換および使用オブジェクト・コードの変換および使用オブジェクト・コードの変換および使用オブジェクト・コードの変換および使用
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オブジェクト型、コレクション型およびオブジェクト型、コレクション型およびオブジェクト型、コレクション型およびオブジェクト型、コレクション型および REF型のプログラムでの表現方法型のプログラムでの表現方法型のプログラムでの表現方法型のプログラムでの表現方法
この項では、ユーザーの Javaプログラムでオブジェクト型、コレクション型および REF型
を表す方法を説明します。次の 3つがあります。

� JDBC 2.0 APIの説明に従って、SQLDataインタフェースを実装するクラスを使用しま
す。

JPublisherでは、SQLDataインタフェースを実装するデータベース・オブジェクト型用
のクラスが生成されます。 このクラスはユーザーが記述することもできます。 ユーザー
が記述する場合は、型マップを使用してクラスを登録する必要があります。

SQLDataインタフェースを使用する場合、すべての REF型は汎用的に java.sql.Ref
のインスタンスとして表され、すべてのコレクション型は汎用的に java.sql.Array
のインスタンスとして表されます。

� oracle.sql.*クラスを使用します。

oracle.sql.*クラスを使用してオブジェクト型を汎用的に表現できます。 クラス
oracle.sql.STRUCTはすべてのオブジェクト型を表し、クラス oracle.sql.ARRAY
はすべての VARRAY型および NESTED TABLE型を表し、クラス oracle.sql.REFは
すべての REF型を表します。 これらのクラスは、java.lang.Stringと同様に不変で
す。 

� CustomDatumインタフェースを実装するクラスを使用します。

JPublisherでは、CustomDatumインタフェースを実装するクラスが生成されます。 こ
のクラスはユーザーが記述することもできます。

SQLDataを実装するクラスと比較して、CustomDatumを実装するクラスの方が効率的で
す。これは、CustomDatumクラスは必要のないネイティブな Java型への変換を行わないた
めです。 SQLDataインタフェースと CustomDatumインタフェースの比較に関しては、
『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

oracle.sql.*クラスと比較すると、CustomDatumまたは SQLDataを実装するクラスは
強い型指定がされています。 Addressを表す CustomDatumに誤って Personオブジェク
トを選択した場合などは、接続している SQLJトランスレータが変換時にエラーを検出しま
す。

JPublisherで生成された、CustomDatumまたは SQLDataを実装するクラスには次の利点
もあります。

� クラスは汎用的ではなく、カスタマイズされています。 オブジェクトの特定の属性に関
連して命名された getおよび setメソッドを使用して、オブジェクトの属性にアクセ
スします。

� クラスは可変です。 オブジェクトの属性またはコレクションの要素は変更できます。 例
外として、REF型を表す CustomDatumクラスは不変です。これは、REFに特に修正さ
れるサブコンポーネントがないためです。
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JPublisherコマンドラインの例コマンドラインの例コマンドラインの例コマンドラインの例
ほとんどのオペレーティング・システムでは、JPublisherをコマンドラインで実行します。 
JPublisherは、データベースに接続してユーザー指定の型またはパッケージの宣言を取得し
てから、1つ以上のカスタム Javaファイルを生成し、変換されたオブジェクト型または
PL/SQLパッケージの名前を標準出力に書き出します。 

次に、JPublisherを実行するコマンドの例を示します。

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -numbertypes=oracle -usertypes=oracle -dir=demo 
-package=corp

コマンドは 1行に入力しますが、必要に応じて改行されます。 分かりやすくするために、こ
の章では入力ファイル（-inputオプションで指定したファイル）を INPUTファイルとし
ます。

このコマンドでは、JPublisherはユーザー名 scottとパスワード tigerでデータベースに
接続し、INPUTファイル demoinの指示に基づいて、データベース型を Javaクラスに変換
します。 -numbertypes=oracleオプションでオブジェクト属性型を Oracleが提供する
Javaクラスにマップするよう JPublisherに指示し、-usertypes=oracleオプションで
Oracle固有の CustomDatumクラスを生成するよう指示します。 JPublisherでは、生成され
るクラスはディレクトリ demo内のパッケージ corpに配置されます。 

これらのオプションの詳細は、1-18ページの「JPublisherオプション」で説明します。

JPublisher変換の例変換の例変換の例変換の例
この項では、シンプルなオブジェクト型の JPublisher変換の例を示します。 この時点では、
JPublisherで生成されるコードの詳細を気にする必要はありません。 JPublisher入力ファイ
ルと出力ファイル、オプション、データ型マッピングおよび変換の詳細は、この章の後半で
説明します。 

次のようにオブジェクト型 employeeを作成します。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(
    name       VARCHAR2(30),
    empno      INTEGER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary     REAL
);

integer、numberおよび real型はすべてデータベース内に NUMBER型として格納されま
すが、変換後は選択した -numbertypesオプションの値に基づいて、Javaプログラムで別
の形で表されます。 
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JPublisherでは、次のようにコマンドラインに従って型を変換します。

jpub -user=scott/tiger -dir=demo -numbertypes=objectjdbc -builtintypes=jdbc 
-package=corp -case=mixed -sql=Employee

-dir=demoが JPublisherコマンドラインで指定されたため、変換されたクラス employee
のパッケージ corpは次のようにファイルに書き込まれます。

./demo/corp/Employee.sqlj           (UNIX)

.¥demo¥corp¥Employee.sqlj           (Windows NT)

Employee.sqljクラス・ファイルには次のコードが含まれます。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class Employee implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.EMPLOYEE";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    12, 4, 2, 91, 7
  };

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるコードの詳細は、今後のリリースで変更
されることがあります。 特に、非パブリック・メソッド、非パブリック・
フィールドおよびすべてのメソッド本体は変更の対象になります。
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  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[5];

  static final Employee _EmployeeFactory = new Employee();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _EmployeeFactory;
  }

  /* constructors */
  public Employee()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
  }

  public Employee(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public Employee(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Employee o = new Employee();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
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    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public String getName() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(0); }

  public void setName(String name) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, name); }

  public int getEmpno() throws SQLException
  { return ((Integer) _struct.getAttribute(1)).intValue(); }

  public void setEmpno(int empno) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, new Integer(empno)); }

  public java.math.BigDecimal getDeptno() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(2); }

  public void setDeptno(java.math.BigDecimal deptno) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, deptno); }

  public java.sql.Timestamp getHiredate() throws SQLException
  { return (java.sql.Timestamp) _struct.getAttribute(3); }

  public void setHiredate(java.sql.Timestamp hiredate) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(3, hiredate); }

  public float getSalary() throws SQLException
  { return ((Float) _struct.getAttribute(4)).floatValue(); }

  public void setSalary(float salary) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(4, new Float(salary)); }

}
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JPublisherでは、EmployeeRef.javaクラスも生成されます。このファイルの内容を次に
示します。 

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.REF;
import oracle.sql.STRUCT;

public class EmployeeRef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.EMPLOYEE";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  REF _ref;

  static final EmployeeRef _EmployeeRefFactory = new EmployeeRef();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _EmployeeRefFactory;
  }

  /* constructor */
  public EmployeeRef()
  {
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _ref;
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    EmployeeRef r = new EmployeeRef();
    r._ref = (REF) d;
    return r;
  }
  public Employee getValue() throws SQLException
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  {
     return (Employee) Employee.getFactory().create(
       _ref.getSTRUCT(), OracleTypes.REF);
  }

  public void setValue(Employee c) throws SQLException
  {
    _ref.setValue((STRUCT) c.toDatum(_ref.getConnection()));
  }
}

2-9ページの「例 : JPublisher型マッピング」で、さらに多くのオブジェクト・マッピングの
例を参照できます。
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JPublisherの使用の使用の使用の使用
この項には次の項目があります。

� データベースでの型およびパッケージの作成

� JPublisher入力および出力の概要

� JPublisherコマンドライン構文

� JPublisherオプション

JPublisherを実行する前に、必要な新規オブジェクト型を作成してください。 また、Javaか
らコールする PL/SQLパッケージ、メソッドおよびサブプログラムも必ずデータベースにイ
ンストールしておく必要があります。 これらを完了すると、JPublisherをコマンドラインか
ら実行できます。 

データベースでの型およびパッケージの作成データベースでの型およびパッケージの作成データベースでの型およびパッケージの作成データベースでの型およびパッケージの作成
SQL CREATE TYPE文を使用して、オブジェクト、VARRAY型および NESTED TABLE型を
データベース内に作成します。 JPublisherでは、これらのデータ型の Javaクラスへのマッピ
ングをサポートします。 また、REF型に対応するクラスも生成されます。 REF型は SQLでは
明示的に宣言されません。 オブジェクト型作成の詳細は、『 Oracle8i SQLリファレンス』を
参照してください。 

CREATE PACKAGE文および CREATE PACKAGE BODY文を使用して、PL/SQLパッケージを
作成し、データベースに格納します。 PL/SQLには、オブジェクト型に対応付けられたメ
ソッドを実装するのに必要なすべての機能が用意されています。 これらのメソッド（ファン
クションおよびプロシージャ）はユーザーのスキーマの一部としてサーバー上に常駐しま
す。 このメソッドは PL/SQLまたは Javaで実装できます。

パッケージは次の分野で実装され、利点を提供します。 

� 関連プロシージャおよび変数のカプセル化

� パブリック・プロシージャとプライベート・プロシージャ、変数、定数およびカーソル
の宣言

� パフォーマンスの向上

PL/SQLの詳細および PL/SQLパッケージの作成は、『 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。 

JPublisher入力および出力の概要入力および出力の概要入力および出力の概要入力および出力の概要
コマンドラインおよびプロパティ・ファイルで入力オプションを指定できます。 変換された
オブジェクト用に .javaファイルが生成される他に、JPublisherでは、変換されたオブジェ
クトとパッケージの名前を標準出力に書き出します。
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JPublisher入力入力入力入力
コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで JPublisherオプションを指定できます。
JPublisherオプションについては 1-18ページの「JPublisherオプション」で説明します。

さらに、INPUTファイルと呼ばれるファイルを使用して、JPublisherで変換するオブジェク
ト型および PL/SQLパッケージを指定できます。 また、JPublisherでは生成されたパッケー
ジおよびクラスのネーミングも制御します。INPUTファイル構文は、1-37ページの
「INPUTファイルの構造および構文」で説明します。

プロパティ・ファイルは、頻繁に使用するオプションを指定できる任意のテキスト・ファイ
ルです。 コマンドラインでプロパティ・ファイルの名前を指定します。 JPublisherでは、プロ
パティ・ファイルの内容がその時点でコマンドラインから順序どおり挿入されたかのように
処理されます。 プロパティ・ファイルの詳細は、1-36ページの「プロパティ・ファイルの構
造および構文」を参照してください。 

JPublisher出力出力出力出力
JPublisherでは、変換対象のオブジェクト型ごとに Javaクラスが生成されます。 JPublisher
では、各オブジェクト型に対して、クラス・コード用に <型 >.sqljファイル（ラッパー・
メソッドを使用しない場合は <型 >.javaファイル）および Java型の REFクラスのコード
用に <型 >Ref.javaファイルが生成されます。 たとえば、オブジェクト型 employeeを定
義する場合は、JPublisherで employee.sqljファイルおよび employeeRef.javaファイ
ルが生成されます。

変換対象のコレクション型（NESTED TABLEまたは VARRAY）用には、<型 >.javaファ
イルが生成されます。NESTED TABLEの場合、生成されるクラスには NESTED TABLEを
配列全体として getおよび setするメソッドと表の各要素を getおよび setするメソッド
があります。 JPublisherでは、コレクション型は CustomDatumクラスの生成時に変換され
ますが、SQLDataクラスの生成時には変換されません。

PL/SQLパッケージの場合は、JPublisherでは .sqljファイルとしてラッパー・メソッドを
含むクラスが生成されます。 

JPublisherでクラス・ファイルおよびラッパーが生成されると、変換された型およびパッ
ケージの名前も標準出力に書き出されます。 

JPublisherコマンドライン構文コマンドライン構文コマンドライン構文コマンドライン構文
JPublisherコマンドライン構文はキーワード jpubと、それに続く JPublisherオプションの
リストで構成されます。 それぞれのプラットフォームで JPublisherを実行する方法は、プ
ラットフォーム固有のドキュメントを参照してください。 

次のフォーマットを使用して JPublisherコマンドラインにオプションを入力します。

-option=value
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optionエントリはリテラル・オプション文字列で、valueエントリは有効なオプション設定
になります。 リテラル・オプション文字列は小文字で、valueエントリは大文字小文字を区
別します。 コマンドライン・オプションは空白またはタブで区切ります。

コマンドラインでオプションを指定せずに JPublisherを実行すると、オプションの参照リス
トが表示されて終了します。

次に JPublisherコマンドライン文の例を示します（1行で入力しますが、必要に応じて改行
されます）。

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -numbertypes=jdbc -case=lower -package=corp 
-dir=demo 

次項「JPublisherオプション」では、すべての JPublisherオプションを説明します。

JPublisherオプションオプションオプションオプション
表 1-1には、JPublisherコマンドラインで使用できるオプション、その構文および簡単な説
明がリストされています。 この表の後に、各オプションの詳細説明があります。"n/a"は適
用外を表します。 

注意注意注意注意 : 等号（=）の前後に空白は入力できません。

表表表表 1-1  JPublisherオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイド 

オプション名オプション名オプション名オプション名 説明説明説明説明 デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値

-builtintypes 非数値、非 LOBのスカラー型マッピング
（jdbcまたは oracle）を指定します。

jdbc

-case JPublisherで生成される Java識別名の大
文字小文字を指定します。 

mixed

-dir 生成されたパッケージを格納するディレク
トリを指定します。

カレント・ディレクトリ

-driver JPublisherでデータベースの接続に使用す
る JDBCドライバを指定します。

oracle.jdbc.driver.OracleDriver

-encoding JPublisherの入力ファイルおよび出力ファ
イルの Javaにおける文字のエンコーディ
ングを指定します。

システム・プロパティ file.encodingの
値 

-input JPublisherで変換する型およびパッケージ
をリストするファイルを指定します。

n/a
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-lobtypes JPublisherで BLOB型および CLOB型用
に使用する型マッピング（jdbcまたは
oracle）を指定します。

oracle

-mapping 生成されたメソッドでサポートするオブ
ジェクト属性型とメソッド引数型マッピン
グを指定します。

objectjdbc

-methods JPublisherで、PL/SQLパッケージ用にク
ラスを生成するかどうか、およびパッケー
ジとオブジェクト型内のメソッド用にラッ
パー・メソッドを生成するかどうか、そし
て、生成するのはすべてのメソッドか、ま
たはユーザー指定のメソッドのみかを決定
します。

all

-numbertypes JPublisherで数値型に使用する型マッピン
グ（jdbc、objectjdbc、bigdecimal
または oracle）を指定します。

objectjdbc

-omit_schema_names JPublisherで生成されるすべてのオブジェ
クト型の名前およびパッケージ名にスキー
マ名を含めるかどうかを指定します。

スキーマ名は省略しないでください

-package JPublisherで Javaラッパーが生成される
Javaパッケージの名前を指定します。

n/a

-props コマンドラインにリストされているオプ
ション以外の JPublisherオプションを含む
ファイルを指定します。

n/a

-sql JPublisherでコードを生成するオブジェク
ト型およびパッケージを指定します。

n/a

-types JPublisherでコードを生成するオブジェク
ト型を指定します。注意注意注意注意 :  -typesオプ
ションは互換性を保つために現在サポート
されていますが、 -sql指定の方が優先し
ます。

n/a

-url JPublisherでデータベースの接続に使用す
る URLを指定します。

jdbc:oracle:oci8:@

表表表表 1-1  JPublisherオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイド （続き）（続き）（続き）（続き）

オプション名オプション名オプション名オプション名 説明説明説明説明 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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JPublisherオプションのヒントオプションのヒントオプションのヒントオプションのヒント
� JPublisherでは常に、コマンドラインまたはプロパティ・ファイルに -userオプション
が必要です。

� オプションはその出現順に処理されます。 INPUTファイルからのオプションは、
-inputオプションが出現した時点で処理されます。

�  特定のオプションが複数回出現すると、JPublisherではそのオプションで最後に出現し
たオプションの値が使用されます。 

� コマンドラインで -packageオプションを使用するか、あるいはプロパティ・ファイル
で、生成されたクラス用の Javaパッケージを指定することをお薦めします。 たとえば、
コマンドラインでは次のように入力します。

jpub -types=Person -package=e.f ...

プロパティ・ファイルの場合は、次のように入力します。

jpub.types=Person
jpub.package=e.f
...

これらの文により、Javaパッケージ e.f内のクラス Person（つまり、クラス
e.f.Person）の作成を JPublisherに指示します。

プロパティ・ファイルは 1-36ページの「プロパティ・ファイルの構造および構文」で説
明します。

� コマンドラインで、INPUTファイル、または -sqlオプションか -typesオプションを
使用して型またはパッケージを指定しない場合、JPublisherではユーザーのスキーマの
すべての型およびパッケージがコマンドラインまたはプロパティ・ファイルで指定した
オプションに従って変換されます。 

-user Oracleユーザー名およびパスワードを指
定します。

n/a

-usertypes JPublisherでユーザー定義のデータベース
型用に使用する型マッピング（jdbcまた
は oracle）を指定します。

oracle

表表表表 1-1  JPublisherオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイドオプション・クイック・ガイド （続き）（続き）（続き）（続き）

オプション名オプション名オプション名オプション名 説明説明説明説明 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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表記法規約表記法規約表記法規約表記法規約
後続の項で使用される JPublisherオプション構文は、次の表記法規約に従います。

� 山カッコ（<...>）はユーザーが指定する文字列を囲みます。

� 縦線（|）はカッコ内の複数の代替選択項目を区切ります。

� 大文字小文字の区別がある場合以外は、示されているとおりに大文字で入力します。

� イタリック体の文字は変数などを示します。 実際の値や文字列を指定する必要がありま
す。

� 大カッコ [...]はオプション項目を囲みます。

� 中カッコ {...}は指定可能な値のリストを囲みます。中カッコ内の値から 1つのみを指定
します。

� 項目（カッコで囲まれている項目）の直後に省略記号（...）がある場合、項目を何回で
も繰り返すことができます。 

� 前述の句読点記号以外は示されたとおりに入力します。 '.'、'@'なども含まれます。

次の項では、型マッピングに影響するオプションを説明します。 

型マッピングに影響するオプション型マッピングに影響するオプション型マッピングに影響するオプション型マッピングに影響するオプション
次のオプションは、JPublisherでオプション型、コレクション型、REF型および PL/SQL
パッケージを Javaクラスに変換する際に使用する型マッピングを制御します。

� -builtintypesオプションは、非数値型、非 LOB型の事前定義済み SQL型および
PL/SQL型の型マッピングを制御します。

� -lobtypesオプションは、BLOB型および CLOB型の型マッピングを制御します。

� -numbertypesオプションは数値型の型マッピングを制御します。

� -usertypesオプションは、ユーザー定義型用の JPublisherの動作を制御します。

これらの 4つのオプションは型マッピング・オプションです。 （前述のオプションに比べて
柔軟性が低く、JPublisherの以前のリリースと互換性を保つためにサポートされている 
-mappingオプションは後で説明します。）

オブジェクト型の場合、JPublisherで型マッピング・オプションにより指定したマッピング
が、オブジェクトの属性およびそのオブジェクトに含まれるメソッドの引数と結果に適用さ
れます。 このマッピングは、生成されたアクセッサ・メソッドでサポートされる型、つまり
getメソッドで戻されて、setメソッドで要求される型を制御します。 

PL/SQLパッケージの場合、JPublisherではマッピングはパッケージ内のメソッドの引数お
よび結果に適用されます。 

コレクション型の場合、JPublisherではマッピングはコレクション要素の型に適用されます。
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-usertypesオプションでは、JPublisherで CustomDatumクラスまたは SQLDataクラス
のどちらを生成するか、およびコレクション型および REF型のコードを生成するかどうかを
制御します。

各型マッピング・オプションには、少なくとも 2つの指定可能な値 jdbcおよび oracleが
あります。 -numbertypesオプションには 2つの追加の代替値 objectjdbcおよび
bigdecimalがあります。

次に、前述の 4つの使用可能なマッピングを説明します。 

JDBCマッピングマッピングマッピングマッピング   ほとんどの数値型は intおよび floatなどの Java基本型にマップされ、
DECIMALおよびNUMBERは java.math.BigDecimalにマップされます。LOB型およ
び数値以外のスカラー型は java.sql.Blobおよび java.sql.Timestampなどの標準
JDBC Java型にマップされます。オブジェクト型の場合、JPublisherで SQLDataクラスが生
成されます。 Oracle拡張要素である事前定義済みデータ型（BFILE および ROWIDなど）に
は JDBCマッピングがないため、oracle.sql.*マッピングのみがサポートされます。

JDBCマッピングで使用される Java基本型では NULL値はサポートされず、整数オーバー
フローや浮動小数点での精度損失に対する保護も行われません。 JDBCマッピングを使用し
て、データベース値が NULLの基本型の属性（short、int、floatまたは double）を取
得するためにアクセッサまたはメソッドをコールしようとすると、例外が発生します。 基本
型が shortまたは intの場合で、値が大きすぎて shortまたは intに入らない場合は、
例外が発生します。

Object JDBCマッピングマッピングマッピングマッピング  ほとんどの数値型は java.lang.Integerおよび
java.lang.Floatなどの Javaラッパー・クラスへマップされ、DECIMALおよび
NUMBERは java.math.BigDecimalへマップされます。基本型を使用しない点のみ
JDBCマッピングと異なります。

Object JDBCマッピングを使用する場合、戻される値はすべてオブジェクトです。 データ
ベース値が NULLの属性を取得しようとすると、NULLオブジェクトが戻されます。

Object JDBCマッピングで使用される Javaラッパー・クラスでは、整数オーバーフローや浮
動小数点での精度損失に対する保護は行われません。 アクセッサ・メソッドをコールして
java.lang.Integerにマップされる属性を取得する場合で、値が大きすぎて入らない場
合は、例外が発生します。

これは数値型のデフォルト・マッピングです。

BigDecimalマッピングマッピングマッピングマッピング  その名前が示すとおり、すべての数値型を
java.math.BigDecimalにマップします。 NULL値および非常に大きい値もサポートしま
す。

Oracleマッピングマッピングマッピングマッピング  JPublisherで任意の数値、LOBまたはその他のスカラー型を
oracle.sql パッケージ内のクラスにマップします。 たとえば、DATE型は
oracle.sql.DATEにマップされ、すべての数値型は oracle.sql.NUMBERにマップされ
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ます。オブジェクト型、コレクション型および REF型の場合は、JPublisherで
CustomDatumクラスが生成されます。

Oracleマッピングでは基本型を使用しないため、すべての場合にデータベースのNULL値
を Java Nullとして表せます。 Oracleマッピングではすべての数値型で
oracle.sql.NUMBERクラスを使用するため、データベースに格納できる最大の数値を表
せます。

型マッピングに関する詳細型マッピングに関する詳細型マッピングに関する詳細型マッピングに関する詳細  

-mapping=objectjdbcおよび -mapping=jdbcの場合の JPublisher出力例は、2-5ペー
ジの「Oracleマッピングを使用する JPublisher変換」を参照してください。

これらのマッピングおよび特定の Oracle型、JDBC型および Object JDBC型のマッピングの
詳細は、1-44ページの「データ型マッピングについて」を参照してください。 

使用する型マッピングを決定する際に考慮すべき要因は、1-44ページの「データ型マッピン
グについて」を参照してください。

次の 5つの項では、各型マッピング・オプションを詳しく説明します。

スカラー型のマッピング（スカラー型のマッピング（スカラー型のマッピング（スカラー型のマッピング（-builtintypes））））  

-builtintypes={jdbc|oracle}

-builtintypesオプションは、-lobtypesオプションで制御される LOB型および BLOB
型と -numbertypesオプションで制御される様々な数値型以外のすべての組込みデータ
ベース型の型マッピングを制御します。 次の表に -builtintypesオプションで影響を受
けるデータベース型をリストします。また -builtintypes=oracleおよび
-builtintypes=jdbc（デフォルト）に対する Java型マッピングも示します。

LOB型のマッピング（型のマッピング（型のマッピング（型のマッピング（-lobtypes））））  

-lobtypes={jdbc|oracle}

-lobtypesオプションは、LOB型および BLOB型の型マッピングを制御します。 次の表に、
これらの型を -lobtypes=oracle（デフォルト）および -lobtypes=jdbcの場合にマッ
プする方法を示します。

SQLまたはまたはまたはまたは PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 Oracleマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス

CHAR、CHARACTER、LONG、
STRING、VARCHAR、VARCHAR2

oracle.sql.CHAR java.lang.String

RAW、LONG RAW oracle.sql.RAW byte[ ]

DATE oracle.sql.DATE java.sql.Timestamp
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BFILE型には 1つのマッピングしかないため、この表には含まれていません。 BFILE型は、
java.sql.BFILEクラスがないため、常に oracle.sql.BFILEにマップされます。

java.sql.CLOBクラスおよび java.sql.BLOBクラスは Java2 SDK1.2での新しいクラス
です。 JDK 1.1を使用する場合は、-lobtypes=jdbcを選択しないでください。

数値型のマッピング（数値型のマッピング（数値型のマッピング（数値型のマッピング（-numbertypes））））  

-numbertypes={jdbc|objectjdbc|bigdecimal|oracle}

-numbertypesオプションは、数値 SQL型および PL/SQL型の型マッピングを制御しま
す。 次の 4つから選択できます。

� JDBCマッピングでは、ほとんどの数値型は intおよび floatなどの Java基本型にマッ
プされ、DECIMALおよびNUMBERが java.math.BigDecimalにマップされます。

� Object JDBCマッピング（デフォルト）では、ほとんどの数値型は
java.lang.Integerおよび java.lang.Floatなどの Javaラッパー・クラスにマッ
プされ、DECIMALおよびNUMBERは java.math.BigDecimalにマップされます。

� BigDecimalマッピングでは、すべての数値型は java.math.BigDecimalにマップさ
れます。 

� Oracleマッピングでは、すべての数値型は oracle.sql.NUMBERにマップされます。

次の表に -numbertypesオプションで影響を受ける SQL型および PL/SQL型をリストし
ます。また -numbertypes=jdbcおよび -numbertypes=objectjdbc（デフォルト）の
Java型マッピングも示します。

SQLおよびおよびおよびおよび PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 Oracleマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス Object JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス

CLOB oracle.sql.CLOB java.sql.CLOB

BLOB oracle.sql.BLOB java.sql.BLOB

SQLおよびおよびおよびおよび PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス Object JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス

BINARY_INTEGER、INT、INTEGER、
NATURAL、NATURALN、
PLS_INTEGER、POSITIVE、
POSITIVEN、SIGNTYPE

int java.lang.Integer

SMALLINT short java.lang.Integer
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ユーザー定義型のマッピング（ユーザー定義型のマッピング（ユーザー定義型のマッピング（ユーザー定義型のマッピング（-usertypes））））  

-usertypes={oracle|jdbc}

-usertypesオプションは、JPublisherでユーザー定義型用に CustomDatumクラスか
SQLDataクラスのどちらを生成するかを制御します。

-usertypes=oracle（デフォルト）の場合、JPublisherでオブジェクト型、コレクション
型および REF型用に CustomDatumクラスが生成されます。

 -usertypes=jdbcの場合、JPublisherでオブジェクト型用に SQLDataクラスが生成され
ます。 コレクション型または REF型用のクラスは生成されません。 すべてのコレクション型
に java.sql.Arrayを使用し、すべての REF型に java.sql.Refを使用します。

すべての型の型マッピング（すべての型の型マッピング（すべての型の型マッピング（すべての型の型マッピング（-mapping））））  

-mapping={jdbc|objectjdbc|bigdecimal|oracle}

型マッピング・オプションのいくつかの共通の組合せの略称として -mappingオプションを
使用できます。 このオプションは個別に型マッピング・オプションを設定するよりも柔軟性
に欠けますが、JPublisherの以前のバージョンと互換性を保つためにサポートされます。

-mapping=oracleは、すべての型マッピング・オプションを oracleに設定するのと同等
です。 次の表に示すように他のマッピング選択は、-numbertypesを -mappingの値と同
じに設定し、他の型マッピング・オプションをデフォルトに設定するのと同等です。

コマンドラインで -mappingオプションの値を指定しない場合、JPublisherでは
-mapping=objectjdbcとみなされます。

REAL float java.lang.Float

DOUBLE PRECISION、FLOAT double java.lang.Double

DEC、DECIMAL、NUMBER、
NUMERIC

java.math.BigDecimal java.math.BigDecimal

-mapping=oracle -mapping=jdbc -mapping=objectjdbc -mapping=bigdecimal

-builtintypes= oracle jdbc jdbc jdbc

-numbertypes= oracle jdbc objectjdbc bigdecimal

-lobtypes= oracle oracle oracle oracle

-usertypes= oracle oracle oracle oracle

SQLおよびおよびおよびおよび PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス Object JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス
                                                                 JPublisher 1-25



JPublisherの使用
オプションは出現順に処理されるため、-mappingオプションがある型マッピング・オプ
ション（-builtintypes、-lobtypes、-numbertypesまたは -usertypes）の前にあ
る場合、その型マッピング・オプションは、それが影響を与える型の -mappingオプション
をオーバーライドします。 -mappingオプションがある型マッピング・オプションの後に続
く場合は、その型マッピング・オプションは無視されます。

その他のオプションその他のオプションその他のオプションその他のオプション
次に、その他のオプションを説明します。

Java識別名の大文字小文字の区別（識別名の大文字小文字の区別（識別名の大文字小文字の区別（識別名の大文字小文字の区別（-case））））
-case={mixed|same|lower|upper}

-caseオプションは、JPublisherで生成されるクラス名、メソッド名、getおよび setメ
ソッド名内に埋め込まれた属性名、生成されたメソッド名の引数および Javaラッパー名な
どの特定の Java識別名の大文字小文字の区別に影響を与えます。 -sqlまたは -typesオプ
ションを使用して入力したクラス名や属性名または INPUTファイルのクラス名の場合、
JPublisherではその名前の文字の大文字小文字の区別が保持され、-caseオプションがオー
バーライドされます。

表 1-2では、-caseオプションで指定可能な値を説明します。

表表表表 1-2  -caseオプションの値オプションの値オプションの値オプションの値 

-caseオプション値オプション値オプション値オプション値 説明説明説明説明

mixed（デフォルト） クラス名のすべてのワードの最初の文字またはメソッド名の最初
のワードの後のすべてのワードは大文字になります。 他のすべて
の文字は小文字です。 アンダースコア（_）、ドル記号（$）および
Java文字または数字以外のすべての文字は単語の境界を構成して
暗黙的に削除されます。 単語の境界はメソッド名の getまたは
setの後にも出現します。

same JPublisherで、データベース上での大文字小文字の区別は変更さ
れず、 アンダースコアおよびドル記号は保持されます。Java文字
または数字以外の他の文字は削除され、警告メッセージが発行さ
れます。

upper JPublisherで小文字は大文字に変換され、アンダースコアおよび
ドル記号は保持されます。 Java文字または数字以外の他の文字は
削除され、警告メッセージが発行されます。

lower JPublisherで大文字は小文字に変換され、アンダースコアおよび
ドル記号は保持されます。 Java文字または数字以外の他の文字は
削除され、警告メッセージが発行されます。 
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コマンドラインに -caseの値を入力しない場合、-case=mixedとみなされます。 

-caseオプションは、INPUTファイルまたは -sqlオプションで明示的に指定しない識別
名（属性または型）のみに影響を与えます。 JPublisherでは正当な識別名が生成された後に
大文字小文字変換が実行されます。

Javaクラス識別名の大文字小文字の区別クラス識別名の大文字小文字の区別クラス識別名の大文字小文字の区別クラス識別名の大文字小文字の区別   JPublisherでは、コマンドラインまたは INPUT
ファイルで指定したオブジェクト型の Javaクラス識別名の大文字小文字は、書き込まれた
とおりに保持されます。 たとえば、コマンドラインに次のように含まれていると、

-sql=Worker

次のように生成されます。

public class Worker ... ;

あるいは INPUTファイルのエントリを次のように書き込むと、

SQL wOrKeR

次に示すように識別名の大文字小文字は INPUTファイルに入力されたとおりに生成されま
す。

public class wOrKeR ... ;

生成されたファイルの出力ディレクトリ（生成されたファイルの出力ディレクトリ（生成されたファイルの出力ディレクトリ（生成されたファイルの出力ディレクトリ（-dir））））
-dir=<ディレクトリ名 >

-dirオプションは、JPublisherで Javaソース・ファイルおよび SQLJソース・ファイルを
配置するディレクトリ・ツリーのルートを指定します。 JPublisherで生成されたパッケージ
はこのディレクトリでネストされます。

JPublisherでは -dirで指定されたディレクトリ、-packageオプションを使用して指定し
たパッケージ名、および INPUTファイルで SQL文に組み込まれたパッケージ名を組み合せ
て、.javaファイルを生成する特定のディレクトリを決定します。 詳細は 1-30ページの「生
成されたパッケージの名前（-package）」の項で説明します。

たとえば、次のコマンドラインでは、

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -mapping=oracle -case=lower -types=employee 
-package=corp -dir=demo 

demoディレクトリは、JPublisherで INPUTファイル demoinで指定されたオブジェクト用
に生成されるパッケージのベース・ディレクトリになります。

コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで -dirを指定できます。 -dirオプションのデ
フォルト値はカレント・ディレクトリです。 
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データベース接続用のデータベース接続用のデータベース接続用のデータベース接続用の JDBCドライバ（ドライバ（ドライバ（ドライバ（-driver）））） 
-driver=<ドライバ名 >

-driverオプションは、JPublisherでデータベースとの接続時に使用する JDBCドライバを
指定します。 デフォルトは次のとおりです。 

-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

この文字列、oracle.jdbc.driver.OracleDriverはあらゆる Oracle JDBCドライバに
適合します。

Javaにおける文字のエンコーディング（における文字のエンコーディング（における文字のエンコーディング（における文字のエンコーディング（-encoding））））
-encoding=<文字コード >

-encodingオプションは、JPublisherで読み込む INPUTファイルと、JPublisherで書き込む
.sqljファイルおよび .javaファイルの Javaにおける文字のエンコーディングを指定しま
す。 デフォルトのエンコーディングは Systemプロパティの file.encodingの値か、この
プロパティが設定されていない場合は ISO Latin-1を表す 8859_1になります。

通常、SQLJおよび Javaコンパイラをコールするときに -encodingオプションを指定しない
かぎり、このオプションを指定する必要はありません。この場合、JPublisherで同じ
-encodingオプションを使用する必要があります。

-encodingオプションを使用して、Java環境でサポートされる文字のコードを指定できま
す。 Sun Microsystems JDKを使用する場合、これらのオプションは native2asciiドキュ
メントにリストされています。このドキュメントは、URLの http://www.javasoft.comで
"native-to-ascii"を検索すると参照できます。

変換対象のオブジェクトとパッケージの名前を含むファイル（変換対象のオブジェクトとパッケージの名前を含むファイル（変換対象のオブジェクトとパッケージの名前を含むファイル（変換対象のオブジェクトとパッケージの名前を含むファイル（-input）））） 
-input=<ファイル名 >

-inputオプションは、JPublisherで読み込む変換対象のオブジェクト型と PL/SQLパッ
ケージの名前を含むファイル名、およびその変換に必要な他の情報を指定します。 JPublisher
ではリスト内の各オブジェクト型およびパッケージが変換されます。 INPUTファイルは型宣
言用のMakeファイルと考えられます。 このファイルには Javaクラス定義を必要とする型が
リストされています。 

JPublisherでは、INPUTファイルにないクラスの変換が必要な場合があります。 これは、変
換実行前に INPUTファイル内の型の依存関係が分析されて、必要に応じて他の型が変換さ
れるためです。 このトピックの詳細は、1-40ページの「追加の型変換」を参照してください。

INPUTファイルを指定しない場合、またはコマンドラインで -sqlや -typesを使用して
パッケージやオブジェクト型を指定しない場合、JPublisherは、接続先のデータベース・ス
キーマで宣言されているすべてのオブジェクト型およびパッケージを変換します。
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INPUTファイル構文の詳細は、1-37ページの「INPUTファイルの構造および構文」を参照
してください。

パッケージのクラスおよびメソッドのラッパー・メソッドの生成パッケージのクラスおよびメソッドのラッパー・メソッドの生成パッケージのクラスおよびメソッドのラッパー・メソッドの生成パッケージのクラスおよびメソッドのラッパー・メソッドの生成
（（（（-methods））））
-methods=(true|all|named|some|false|none)

JPublisherでオブジェクト型および PL/SQLパッケージのメソッドにラッパー・メソッドを
生成するかどうかは、-methodsオプションの値で決まります。 -methods=trueまたは等
価の -methods=allの場合、JPublisherで処理対象のオブジェクト型および PL/SQLパッ
ケージのすべてのメソッドにラッパー・メソッドが生成されます。 -methods=namedまた
は等価の -methods=someの場合、JPublisherにより INPUTファイルで明示的に指定され
たメソッドのみにラッパー・メソッドが生成されます。 -methods=falseまたは等価の
-methods=noneの場合、JPublisherでラッパー・メソッドは生成されません。 この場合、
ラッパー・メソッドがなければ役に立たないため、PL/SQLパッケージのクラスも生成され
ません。

デフォルトは -methods=allです。

コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで -methodsオプションを指定できます。 

生成された名前からのスキーマ名の省略（生成された名前からのスキーマ名の省略（生成された名前からのスキーマ名の省略（生成された名前からのスキーマ名の省略（-omit_schema_names））））
-omit_schema_names

JPublisherで生成された特定のオブジェクト型の名前にスキーマ名を含めるかどうかは、
-omit_schema_namesオプションの有無で決まります。 スキーマ名を省略すると、
JPublisherのコール時に使用したスキーマ以外のスキーマに接続するときに、使用している
オブジェクト型とパッケージがその 2つのスキーマで同一に宣言されている場合に限り、
JPublisherで生成されたクラスを使用できます。

JPublisherで生成された CustomDatumおよび SQLDataクラスには、生成されたクラスと
一致するデータベース・オブジェクト型を指定する static final Stringが含まれます。 
JPublisherで生成されたコードを実行すると、生成されたコードのオブジェクト型の名前を
使用して、データベース内のオブジェクト型が検索されます。 オブジェクト型の名前にス
キーマ名が含まれない場合は、JPublisherで生成されたコードが実行されるときの接続と対
応付けられたスキーマ内で型が検索されます。 オブジェクト型にスキーマ名が含まれている
場合は、そのスキーマ内で型が検索されます。

コマンドラインで -omit_schema_namesを指定しない場合は、JPublisherで生成されたす
べてのオブジェクト型またはラッパー名がスキーマ名で修飾されます。

コマンドラインで -omit_schema_namesを指定する場合は、次の条件を満たす場合に限り
JPublisherで生成されたオブジェクト型またはラッパー名がスキーマ名で修飾されます。

� オブジェクト型またはラッパーを JPublisherの接続先のスキーマ以外のスキーマで宣言
した場合
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または

� コマンドラインまたは INPUTファイルでスキーマ名を指定してオブジェクト型または
ラッパーを宣言した場合

つまり、別のスキーマからのオブジェクト型またはラッパーにはそれを識別するためのス
キーマ名が必要で、コマンドラインまたは INPUTファイルで型またはパッケージにスキー
マ名を使用すると -omit_schema_namesオプションがオーバーライドされます。

生成されたパッケージの名前（生成されたパッケージの名前（生成されたパッケージの名前（生成されたパッケージの名前（-package）））） 
-package=<パッケージ変換構文 >

-packageオプションでは、JPublisherで生成されるパッケージの名前を指定します。 パッ
ケージの名前は各 .javaファイルのパッケージ宣言に示されます。 ディレクトリ構造もパッ
ケージ名に影響を与えます。 INPUTファイルにある明示的な名前は、-sqlまたは -types
オプションの後に、-packageオプションに指定された値をオーバーライドします。

例例例例  -dir=/a/b -package=c.d -case=mixedがコマンドラインから入力され、INPUT
ファイルに次の行が含まれると想定します。

SQL PERSON AS Person 

次の例では、JPublisherで /a/b/c/d/Person.javaファイルが作成されます。

-sql=PERSON:Person
-types=PERSON:Person
SQL PERSON AS Person
TYPE PERSON AS Person
-sql=PERSON
-types=PERSON
SQL PERSON
TYPE PERSON

Person.javaファイルには、パッケージ宣言 "package c.d;"が他の内容とともに含まれ
ます。

前述と同じコマンドラインおよび INPUTファイルの内容を指定すると、次の場合、
JPublisherでファイル a/b/e/f/Person.javaが作成されます。 

-sql=PERSON=e.f.Person;
-types=PERSON:e.f.Person;
SQL PERSON AS e.f.Person;
TYPE PERSON AS e.f.Person;

Person.javaファイルには、パッケージ宣言 "package e.f;"が他の内容とともに含まれ
ます。
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この項で説明したいずれかのメソッドでクラスにパッケージ名を指定しないと、JPublisher
ではクラスを含むパッケージの名前が提供されません。 また、JPublisherではパッケージ宣
言は生成されず、クラスの宣言を含むファイルは -dirオプションで指定されたディレクト
リに置かれます。 

JPublisherでは、変換を必要とする別の型で使用されている型があるため、INPUTファイル
に明示的にリストされていない型を変換することが必要な場合もあります。 この場合、要求
された型を宣言するファイルはコマンドライン、プロパティ・ファイルまたは INPUTファ
イルで指定したデフォルト・パッケージ内に置かれます。 JPublisherでは、パッケージは他
のパッケージに依存しないため、未指定のパッケージは変換されません。 

入力プロパティ・ファイル（入力プロパティ・ファイル（入力プロパティ・ファイル（入力プロパティ・ファイル（-props））））
-input=<ファイル名 >

-propsオプションは、一般に使用されるオプションの値をリストする JPublisherプロパ
ティ・ファイルの名前を指定します。 JPublisherでは、プロパティ・ファイルの内容がその
時点でコマンドラインから順序どおり挿入されたかのように処理されます。 

プロパティ・ファイルを指定しない場合、JPublisherではコマンドラインに入力された処理
コマンドが使用されます。 

複数のプロパティ・ファイルがコマンドラインにある場合、JPublisherでは他のコマンドラ
イン・オプションとともに、それらのプロパティ・ファイルの出現順に処理されます。

プロパティ・ファイルの内容の詳細は、1-36ページの「プロパティ・ファイルの構造および
構文」を参照してください。

変換対象のオブジェクト型およびパッケージの宣言（変換対象のオブジェクト型およびパッケージの宣言（変換対象のオブジェクト型およびパッケージの宣言（変換対象のオブジェクト型およびパッケージの宣言（-sql））））
-sql=<オブジェクト型およびパッケージ変換構文 >

INPUTファイルを汎用的に使用する必要がない場合は、-sqlオプションを使用できます。 
-sqlオプションを使用すると、JPublisherで変換する、SQLで宣言された 1つ以上のデー
タベース・エンティティをリストできます。 現在、JPublisherではオブジェクト型とパッ
ケージの変換がサポートされています。 また、PL/SQLパッケージでサブプログラムが変換
されるのと同じように、スキーマでパッケージに属さないストアド・プロシージャやストア
ド・ファンクションが変換されます。

この項では、-sqlオプション構文を等価の INPUTファイル構文に変換する方法を説明しま
す。INPUTファイルは、1-37ページの「INPUTファイルの構造および構文」で説明しま
す。

注意注意注意注意 : -propsオプションはプロパティ・ファイル内では使用できませ
ん。
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同じ -sql宣言内では、オブジェクト型の名前とパッケージ名を混在できます。 JPublisher
では、それぞれの項目がオブジェクト型かパッケージであるかを検出できます。

また、キーワード toplevel付きの -sqlオプションを使用して、スキーマ内のすべての
パッケージに属さない PL/SQLプロシージャ・ファンクションを変換できます。 toplevel
キーワードは大文字小文字を区別しません。 toplevelキーワードの詳細は、1-33ページの
「PL/SQLストアド・プロシージャ /ファンクションの変換」を参照してください。 

型またはパッケージを入力せずに、INPUTファイル、または -sqlや -typesオプションで
変換すると、JPublisherでは接続先のスキーマ内にあるすべての型およびパッケージが変換
されます。 

この項では、-sqlオプション構文を等価の INPUTファイル構文に変換する場合を説明しま
す。 INPUTファイル構文は、1-37ページの「変換文について」で説明します。

-sqlの JPublisherコマンドライン構文では、次の 3つの型変換を指定できます。

� -sql=name_a 

JPublisherではこの構文は SQL name_aと解析されます。

� -sql=name_a:name_c 

JPublisherではこの構文は SQL name_a AS name_cと解析されます。

� -sql=name_a:name_b:name_c 

JPublisherではこの構文は SQL name_a GENERATE name_b AS name_c と解析されま
す。この場合、name_aはオブジェクト型を表す必要があります。

コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで "-sql="を 1回のみ入力し、その後に
JPublisherで変換する 1つ以上のオブジェクト型およびパッケージ（トップレベルのパッ
ケージを含む）を入力します。 複数の変換項目を入力する場合は、それらの項目をカンマで
区切る必要があります。空白は使用できません。 次の例では、CORPORATIONをパッケージ、
Employeeおよび ADDRESSをオブジェクト型と想定します。

-sql=CORPORATION,Employee:oracleEmployee,ADDRESS:MyAddress:JAddress

JPublisherで次のように解析されます。

SQL CORPORATION 
SQL Employee AS oracleEmployee 
SQL ADDRESS GENERATE JAddress AS MyAddress

JPublisherで次の処理が実行されます。

� CORPORATIONパッケージにラッパーが作成されます。

注意注意注意注意 : name_a:name_b:name_c変換構文は、name_aがパッケージを表す
場合は無効です。
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� オブジェクト型 Employeeが oracleEmployeeとして変換されます。

� ADDRESSが JAddressとして変換され、ADDRESSオブジェクトを JAddressを拡張す
るために記述する MyAddressクラスで表すためのコードが生成されます。

� また、JAddressを拡張するために記述する MyAddressクラスへの参照が作成されま
す。

PL/SQLストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャ /ファンクションの変換ファンクションの変換ファンクションの変換ファンクションの変換  JPublisherでその接続先のスキーマ
内のすべての PL/SQLストアド・プロシージャ /ファンクションを変換する場合は、-sql
オプションの次にキーワード toplevelを入力します。 JPublisherでは、PL/SQLストア
ド・プロシージャ /ファンクションはパッケージ内にあるかのように扱われます。 たとえ
ば、次のようになります。

-sql=toplevel

JPublisherではパッケージに属さないプロシージャやファンクション用に "toplevel"とい
うラッパー・クラスが生成されます。 クラスを別の名前で生成する場合は、
-sql=name_a:name_b構文を使用して名前を宣言できます。 たとえば、次のようになります。

-sql=toplevel:myClass 

これは INPUTファイル構文のシノニムであることに注意してください。

SQL toplevel AS myClass

同様に、JPublisherで他のスキーマのパッケージに属さない PL/SQLプロシージャ・ファン
クションを変更する場合は、次を入力します。

-sql=<スキーマ名>.toplevel

この <スキーマ名> は、パッケージに属さないプロシージャやファンクションを含むスキー
マの名前です。

変換対象のオブジェクト型の宣言（変換対象のオブジェクト型の宣言（変換対象のオブジェクト型の宣言（変換対象のオブジェクト型の宣言（-types））））
-types=<型変換構文 >

 

INPUTファイルを汎用的に使用する必要がない場合は、オブジェクト型にかぎり -types
オプションを使用できます。 -typesオプションを使用すると、JPublisherで変換する 1つ
以上の個別オブジェクト型をリストできます。 -typesオプションは PL/SQLパッケージを
サポートしない点を除いては、-sqlオプションと同一です。

注意注意注意注意 : -typesオプションは互換性を保つために現在サポートされてい
ますので、他の指定の方が優先します。 かわりに -sqlオプションを使用
してください。 
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INPUTファイルまたは -typesか -sqlオプションで、型またはパッケージを入力せずに変
換すると、JPublisherでは接続先のスキーマ内にあるすべての型およびパッケージが変換さ
れます。

コマンドライン構文では、次の 3つの型変換を指定できます。

� -types=name_a 

JPublisherではこの構文は TYPE name_aとして解析されます。

� -types=name_a:name_b 

JPublisherではこの構文は TYPE name_b AS name_cとして解析されます。

� -types=name_a:name_b:name_c    

JPublisherではこの構文は次のように解析されます。 
TYPE name_a GENERATE name_b AS name_c.

TYPE, TYPE...ASおよび TYPE...GENERATE...AS構文の詳細は、1-37ページの「変換文に
ついて」を参照してください。

コマンドラインで "-types="を入力した後、JPublisherで実行する 1つの以上のオブジェク
ト型変換を入力します。 複数項目を入力する場合は、それらの項目をカンマで区切る必要が
あります。空白は使用できません。 たとえば、次のように入力します。

-types=CORPORATION,Employee:oracleEmployee,ADDRESS:MyAddress:JAddress

JPublisherでは次のように解析されます。

TYPE CORPORATION 
TYPE Employee AS oracleEmployee 
TYPE ADDRESS GENERATE JAddress AS MyAddress 

ターゲット・データベースへの接続ターゲット・データベースへの接続ターゲット・データベースへの接続ターゲット・データベースへの接続 URL（（（（-url））））
-url=<URL>

-urlオプションを使用して、接続先のデータベースの URLを指定できます。 デフォルトは
次のとおりです。

-url=jdbc:oracle:oci8:@

この場合、@記号の後にOracle SIDを続けられます。

Thinドライバを指定する場合は、次のように入力します。

-url=jdbc:oracle:thin:@host:port:sid

この hostはデータベースを実行するホストの名前、portはポート番号および sidは Oracle 
SIDです。 
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データベース接続用のユーザー名とパスワード（データベース接続用のユーザー名とパスワード（データベース接続用のユーザー名とパスワード（データベース接続用のユーザー名とパスワード（-user））））
-user=<ユーザー名 >/<パスワード >

JPublisherには、Oracleユーザー名とパスワードを指定する -userオプションが必要です。 
-userオプションを入力しない場合、JPublisherではエラー・メッセージが発行されて実行
が停止します。

たとえば、次のコマンドラインではユーザー名 scottとパスワード tigerを使用してデー
タベースに接続するよう JPublisherに指示します。 

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -dir=demo -mapping=oracle -package=corp 
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入力ファイル入力ファイル入力ファイル入力ファイル
次の項では、JPublisherの入力ファイルの構造および内容を説明します。 

� プロパティ・ファイルの構造および構文

� INPUTファイルの構造および構文

� INPUTファイルの事前注意事項

プロパティ・ファイルの構造および構文プロパティ・ファイルの構造および構文プロパティ・ファイルの構造および構文プロパティ・ファイルの構造および構文
プロパティ・ファイルは、頻繁に使用するオプションを指定できるオプションのテキスト・
ファイルです。 JPublisherコマンドラインで -propsオプションを使用して、プロパティ・
ファイルの名前を指定します。 JPublisherでは、プロパティ・ファイルの内容がその時点で
コマンドラインから挿入されたかのように処理されます。 

プロパティ・ファイルでは、各行に 1つ（そして唯一）のオプションを、それに対応する値
を指定して入力します。 オプション名には接頭辞 "jpub."を付けて入力します。 行内では空
白を使用できません。 プロパティ・ファイルでは、-propsオプション以外の任意のオプ
ションを入力できます。 

JPublisherでは、-propsオプションが指定された場所で、プロパティ・ファイル内の内容
がコマンドラインから挿入されたかのように、オプションを左から右へ横方向に読み込みま
す。 オプションを複数回指定した場合は、JPublisherで最後の（右端の）値が使用されます。 

たとえば、次のコマンドラインのオプションの場合、 

jpub -user=scott/tiger -types=employee -mapping=oracle -case=lower -package=corp 
-dir=demo 

コマンドラインで次のように表されます。

jpub -props=my_properties

この場合、プロパティ・ファイル my_propertiesの内容は次のようになります。

jpub.user=scott/tiger
jpub.types=employee
jpub.mapping=oracle
jpub.case=lower
jpub.package=corp
jpub.dir=demo
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すべての JPublisherオプションは、1-18ページの「JPublisherオプション」を参照してくだ
さい。

INPUTファイルの構造および構文ファイルの構造および構文ファイルの構造および構文ファイルの構造および構文
JPublisherコマンドラインで -inputオプションを使用して、INPUTファイルの名前を指定
します。 このファイルは、JPublisherで変換するオブジェクト型および PL/SQLパッケージ
を識別します。 また、生成されたクラスおよびパッケージのネーミングも制御します。 -sql
コマンドライン・オプションを使用してオブジェクト型とパッケージを指定できますが、
INPUTファイルを使用すると JPublisherでのオブジェクト型と PL/SQLパッケージの変換
をさらに詳細に制御できます。 

INPUTファイルを指定しない場合、または -sql（または -types）オプションを使用して
コマンド上で個別の型またはパッケージを指定しない場合、JPublisherではその接続先のス
キーマ内のすべてのオブジェクト型および PL/SQLパッケージが変換されます。 

変換文について変換文について変換文について変換文について
INPUTファイル内の変換文は、JPublisherで変換するオブジェクト型および PL/SQLパッ
ケージの名前を識別します。 変換文ではオプションで型またはパッケージの Java名、属性識
別子の Java名および拡張されたクラスがあるかどうかを指定できます。

1つ以上の変換文を INPUTファイルに入れることができます。 変換文の構造は次のとおりで
す。

(SQL <名前> | SQL [<スキーマ名>.]toplevel | TYPE <型名>)
[GENERATE <Java名_1>]
[AS <Java名_2>] 
[TRANSLATE  
     <データベース・メンバー名> AS <単純Java名> 
 { , <データベース・メンバー名> AS <単純Java名>}* 
]

次の項では、変換文のコンポーネントを説明します。 

注意注意注意注意 : 各オプション名の先頭に接頭辞 "jpub."を付ける必要があります。 
オプション名の前に他の文字列を入力すると、JPublisherで行全体が無視
されます。
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（（（（SQL <名前名前名前名前 > | TYPE <型名型名型名型名 >）句）句）句）句  SQL <名前 >を入力し、JPublisherで変換するオブジェク
ト型または PL/SQLパッケージを識別します。 JPublisherでは <名前 >の検査でオブジェク
ト型かパッケージ名かが判断され、適切に処理されます。 <名前 >のかわりに、予約語
toplevel使用すると、JPublisherではその接続先のスキーマ内のパッケージに属さないス
トアド・プロシージャやストアド・ファンクションが変換されます。

オブジェクト型のみを指定する場合は、SQLのかわりに TYPE <型名 >を入力できます。 

また、<名前 > に <スキーマ名 >.<名前 >を入力すると、オブジェクト型またはパッケージ
が所属するスキーマも指定できます。 <スキーマ名 >.toplevelを入力すると、JPublisher
ではスキーマ <スキーマ名 >のパッケージに属さないストアド・プロシージャやストアド・
ファンクションが変換されます。

[GENERATE <Java名名名名 _1>]句句句句   この句は、JPublisherで生成されるクラスの名前を指定します。 
GENERATE句は AS句とともに使用します。 AS句は、ユーザーの Javaプログラムでデータ
ベース・オブジェクト型を表すために使用するクラスの名前を指定します。 GENERATE句が
ない場合、JPublisherでこのクラス（AS句内のクラス）が生成されます。 ただし、
GENERATE句が使用された場合、ユーザーは AS句にクラスを記述し、JPublisherでは
GENERATE句にあるクラスが生成されます。

JPublisherで生成されたクラスを拡張してデータベース・オブジェクト型をサブクラスに
マップする場合は、GENERATE句を使用します。 

<Java名 _1>には任意の正当な Java名を指定でき、パッケージ識別子を組み込めます。 その
大文字小文字の区別により、-caseオプションの値がオーバーライドされます。 この句の詳
細は、1-42ページの「JPublisherクラスの拡張」を参照してください。 

GENERATE句は、オブジェクト型を変換する場合のみに使用してください。 オブジェクト型
を変換している場合、JPublisherで生成されたコードは、生成されるクラスの名前と、ユー
ザーの Javaプログラムでデータベース・オブジェクト型を表すのに使用されるクラスの名
前の両方を意味します。 これらが 2つの異なる句の場合は、GENERATE...ASを使用してくだ
さい。 

PL/SQLパッケージを変換する場合は、この句を使用しないでください。 PL/SQLパッケー
ジを変換している場合は、JPublisherで生成されたコードは、生成されるクラスの名前のみ
を意味するため、この場合は GENERATE句を使用する必要はありません。

注意注意注意注意 : TYPE構文は互換性を保つために現在サポートされていますので、
他の指定の方が優先します。 かわりに SQL構文を使用してください。 
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[AS <Java名名名名 _2>]句句句句  この句はオブジェクト型また PL/SQLパッケージを表す Javaクラスの
名前をオプションで指定します。 <Java名 _2>には任意の正当な Java名を指定できます。 
パッケージ識別子を組み込めます。 Java名の大文字小文字の区別により、-caseオプション
の値がオーバーライドされます。 パッケージ命名の詳細は、1-40ページの「INPUTファイル
でのパッケージ命名規則」を参照してください。 

AS句を GENERATE句とともに使用すると、Java名 _2はユーザーが記述したクラスの名前
になります。 詳細は、1-38ページの「[GENERATE <Java名 _1>]句」および 1-42ページの
「JPublisherクラスの拡張」を参照してください。

[TRANSLATE <データベース・メンバー名データベース・メンバー名データベース・メンバー名データベース・メンバー名 > AS<単純単純単純単純 Java名名名名 >]句句句句  この句は属性またはメソッ
ドに対して別の名前をオプションで指定します。 <データベース・メンバー名 >は型の属性
名または型かパッケージのメソッドの名前で、次の <単純 Java名 >に変換されます。 <単純
Java名 >には任意の正当な Java名を指定でき、その大文字小文字の区別により、-caseオ
プションの値がオーバーライドされます。 この名前にはパッケージ名を含めません。

TRANSLATE...ASを使用せずに属性またはメソッドを改名する場合、または JPublisherで
INPUTファイルにリストされていないオブジェクト型を変換する場合、JPublisherでは
-caseオプションの値に従って変更された Java名として、属性またはメソッドのデータ
ベース名が使用されます。 属性名またはメソッドを改名するのは次の理由があります。

� 名前に文字、数字およびアンダースコア以外の文字が含まれている場合。

� 名前が Javaキーワードと競合する場合。

� 型名が同じ有効範囲の別の名前と競合する場合。 これは、プログラムで異なるスキーマ
からの同じ名前を持つ 2つの型を使用する場合などに起こります。

� プログラマが別の名前を選択した場合。

属性名は getおよび setメソッド名に埋め込まれて表されます。そのため、属性名の 1文
字目を大文字にすると見やすくなります。 たとえば、次のように入力すると、

TRANSLATE FIRSTNAME AS FirstName

getFirstName()メソッドおよび setFirstName()メソッドが生成されます。 それに対
し、次のように入力すると、

TRANSLATE FIRSTNAME AS firstName

getfirstName()メソッドおよび setfirstName()メソッドが生成されます。 
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 INPUTファイルでのパッケージ命名規則ファイルでのパッケージ命名規則ファイルでのパッケージ命名規則ファイルでのパッケージ命名規則  単純な Java識別名を使用して、INPUTファイルの
クラスに名前を付ける場合は、その完全なクラス名に -packageオプションからのパッケー
ジ名が組み込まれます。 INPUTファイル内のクラス名がパッケージ名で修飾されると、その
パッケージ名により -packageオプションの値がオーバーライドされ、クラスの完全なパッ
ケージ名になります。 

たとえば、次のようになります。

� 次の構文を入力します。 

SQL A AS B 

JPublisherではコマンドラインまたはプロパティ・ファイルで -packageに入力された
値が使用されます。 

� 次の構文を入力します。

SQL A AS B.C

JPublisherでは B.Cが完全なクラス名を表すものと解析されます。 

たとえば、次のように入力すると 

-package=a.b 

コマンドラインおよび INPUTファイルには次の変換文が含まれます。 

SQL scott.employee AS e.Employee 

JPublisherではクラスが次のように生成されます。 

e.Employee

パッケージ名の決定に関する他の例は、1-30ページの「生成されたパッケージの名前
（-package）」を参照してください。

追加の型変換追加の型変換追加の型変換追加の型変換  JPublisherでは INPUTファイルにリストされていない追加の型を変換するこ
とが必要な場合があります。 これは、JPublisherで変換の実行前に INPUTファイルの依存関
係を調べるために型が分析され、必要に応じて他の型が変換されるためです。 1-10ページの
「JPublisher変換の例」の例を思い出してください。 employeeのオブジェクト型定義に
Addressと呼ばれる属性が含まれており、Addressが次の定義で指定されたオブジェクト
の場合、
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CREATE OR REPLACE TYPE Address AS OBJECT
(
    street     VARCHAR2(50),
    city       VARCHAR2(50),
    state      VARCHAR2(30),
    zip        NUMBER
);

JPublisherで employee型を定義する必要があるため、Addressが最初に変換されます。 さ
らに、Addressおよびその属性は INPUTファイルで特に指定されていないため、すべて同
じ大文字小文字の区別で変換されます。 Address.javaのクラス・ファイルが生成され、コ
マンドラインで指定されたパッケージに組み込まれます。 

JPublisherではユーザーが要求しないパッケージは変換されません。 パッケージには属性が
ないため、他のパッケージへの依存関係はありません。 

変換文の例変換文の例変換文の例変換文の例
INPUTファイルの機能をより明確に示すために、1-10ページの「JPublisher変換の例」の例
を使用してより複雑な例を示します。 コマンドラインの場合は、次のようになります。

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -dir=demo -numbertypes=oracle -package=corp 
-case=same

INPUTファイル demoinには次の内容が含まれます。 

SQL employee AS c.Employee
  TRANSLATE NAME AS Name
            HIRE_DATE AS HireDate 

-case=sameオプションは、生成された Java識別名でデータベース内と同じ大文字小文字
の区別を保持するように指定します。 CREATE TYPEまたは CREATE PACKAGE宣言内の識別
名は引用符で囲まれていない限りデータベース内に大文字で格納されます。 ただし、-case
オプションは INPUTファイルで明示的に指定されていない識別名のみに適用されます。 その
ため、Employeeは記述されたとおりに表されます。 特別に指定されていない属性識別名
（つまり、EMPNO、DEPTNOおよび SALARY）は大文字のままですが、JPublisherでは特別に
指定された NAMEおよび HIRE_DATE属性は示されるとおりに変換されます。

変換文は変換対象のデータベース内のオブジェクト型を指定します。 この場合は、オブジェ
クト型 Employeeのみが存在します。 
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AS c.Employee句でパッケージ名がより詳細に修飾されます。 変換された型は次のように
ファイルに書き込まれます。

./demo/corp/c/Employee.sqlj           (UNIX)

.¥demo¥corp¥c¥Employee.sqlj           (Windows NT)

これは、Javaソース・ファイル Employee.javaを出力ディレクトリ demoのパッケージ
corp.cに書き込むことを示しています。 パッケージ名はディレクトリ構造に反映されるこ
とに注意してください。

TRANSLATE...AS句は、型の Javaクラスへの変換時に指定したオブジェクト属性の名前を変
更することを指定します。 この場合、NAME属性は Nameに変更され、HIRE_DATE属性は
HireDateに変更されます。

JPublisherクラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張
JPublisherで生成されたカスタム Javaクラスの機能を、メソッドおよび一時フィールドを追
加して拡張できます。 生成されたクラスの機能を拡張するには、クラスを拡張する方法をお
薦めします。 つまり、JPublisherで生成されたクラスをスーパークラスとして扱い、サブク
ラスを記述して機能を拡張し、その後でオブジェクト型をサブクラスにマップします。

たとえば、JPublisherで SQLオブジェクト型 ADDRESSからクラス JAddressを生成すると
します。 また、クラス MyAddressを記述して ADDRESSオブジェクトを表すと想定します。
この MyAddressは JAddressが提供する機能を拡張します。

このシナリオでは、JPublisherを使用してカスタム Javaクラス JAddressを生成し、追加
された機能を含むサブクラス MyAddressを記述できます。 次に JPublisherを使用して
ADDRESSオブジェクトを JAddressクラスではなく MyAddressクラスにマップできます。 
JPublisherでは JAddressではなく MyAddressに対して参照クラスも生成されます。

これを実行するために、JPublisherで生成されるコードが次の方法で変更されます。

� JAddressRefではなく REFクラス MyAddressRefを生成します。

� データベース型が ADDRESSである属性を表す場合、JAddressクラスではなく
MyAddressクラスを使用します。

� データベース型が ADDRESSである VARRAYおよび NESTED TABLE要素を表す場合、
JAddressクラスではなく MyAddressクラスを使用します。

� CustomDatumFactoryインタフェースを使用してデータベース型が ADDRESSである
Javaオブジェクトを構成する場合に、JAddressファクトリではなく MyAddressファ
クトリを使用します。
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入力ファイル
JPublisherは代替クラスに対するマッピング処理を効率化する機能を備えています。 -sqlコ
マンドライン・オプション設定で次の構文を使用します。 

-sql=object_type:generated_class:map_class

前述のシナリオの場合は、次のようになります。

-sql=ADDRESS:JAddress:MyAddress

コマンドラインではなく INPUTファイルに行を入力すると、次のようになります。

SQL ADDRESS GENERATE JAddress AS MyAddress

この構文では、JAddressは JPublisherで生成されるクラスの名前（JAddress.java）を
示し、MyAddressは記述したクラスの名前を指定します。 JPublisherでオブジェクト型
ADDRESSは JAddressクラスではなく MyAddressクラスにマップされます。 したがって、
ADDRESS属性をもつデータベースからオブジェクトを取り出すと、この属性は Javaで
MyAddressのインスタンスとして作成されます。 あるいは ADDRESSオブジェクトを直接取
り出すと、MyAddressのインスタンスに取り込まれます。

JPublisherを使用して JAddressクラスを生成する方法の例は、2-28ページの「例 : 
SQLDataクラスの生成」を参照してください。 

生成クラスを拡張するクラスの記述生成クラスを拡張するクラスの記述生成クラスを拡張するクラスの記述生成クラスを拡張するクラスの記述  作成するクラス（MyAddress.javaなど）には、次の
機能が必要です。これらの機能は 2-28ページの「例 : SQLDataクラスの生成」で示します。

� クラスには引数のないコンストラクタが必要です。 適切な初期化オブジェクトを構成す
る場合は、スーパークラスのコンストラクタを明示的または暗黙的にコールするのが最
も簡単な方法です。 

� クラスは CustomDatumインタフェースまたは SQLDataインタフェースを実装する必
要があります。 これを実行する場合は、スーパークラスから必要なメソッドを継承する
のが最も簡単な方法です。

� CustomDatumクラスを拡張している場合は、同じクラスまたは異なるクラスで
CustomDatumFactoryインタフェースを実装する必要もあります。 たとえば、
CustomDatumを実装するクラス Employeeおよび CustomDatumFactoryを実装す
る EmployeeFactoryクラスを持つことができます。
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データ型マッピングについて
JPublisherで生成されたクラスへのメソッドの追加で生成されたクラスへのメソッドの追加で生成されたクラスへのメソッドの追加で生成されたクラスへのメソッドの追加  JPublisherで生成されたクラスの機能を
拡張する場合、メソッドをそのクラスに追加する方法もあります。 ただし、将来的に
JPublisherを使用してクラスを再生成する予定がある場合は、生成されたクラスにメソッド
を追加する方法はお薦めできません。 この方法で変更されたクラスを再生成すると、変更内
容（追加したメソッド）が上書きされます。 JPublisher出力を別のファイルに送る場合でも、
変更内容をそのファイルにマージする必要があります。 

INPUTファイルの事前注意事項ファイルの事前注意事項ファイルの事前注意事項ファイルの事前注意事項
この項では、INPUTファイルで起こる可能性のあるいくつかの共通エラーを説明します。 こ
れらのエラーをチェックした後に JPublisherを実行してください。 JPublisherでは、INPUT
ファイル内で検出されたエラーのほとんどがレポートされますが、次に示すエラーはレポー
トされません。 

異なるオブジェクト型に対する同じ異なるオブジェクト型に対する同じ異なるオブジェクト型に対する同じ異なるオブジェクト型に対する同じ Javaクラス名の要求クラス名の要求クラス名の要求クラス名の要求
2つの異なるオブジェクト型に対して同じ Javaクラス名を要求すると、2番目のクラスによ
り最初のクラスが暗黙的に上書きされます。 たとえば、INPUTファイルに次の内容が含まれ
る場合、

type PERSON1 as person
TYPE PERSON2 as person

JPublisherでは、PERSON1用にファイル person.javaが作成され、PERSON2型用に次に
作成された同名のファイルにより上書きされます。

異なるオブジェクト属性に対する同じ属性名の要求異なるオブジェクト属性に対する同じ属性名の要求異なるオブジェクト属性に対する同じ属性名の要求異なるオブジェクト属性に対する同じ属性名の要求
2つの異なるオブジェクト属性に対して同じ属性名を要求すると、JPublisherでは警告メッ
セージを発行せずに両方の属性に対して getおよび setメソッドが生成されます。 生成さ
れたクラスが Javaで有効かどうかは、同じ名前の 2つの getメソッドと同じ名前の 2つの
setメソッドに、明確にオーバーロードできる異なる引数型があるかどうかによります。

存在しない属性の指定存在しない属性の指定存在しない属性の指定存在しない属性の指定
TRANSLATE句で存在しないオブジェクト属性を指定すると、JPublisherは警告メッセージ
を発行せずにそのオブジェクト属性を無視します。

たとえば、INPUTファイルに type PERSON translate X as attr1が含まれ、

Xが PERSONの属性ではない場合、JPublisherでは警告メッセージが発行されません。

データ型マッピングについてデータ型マッピングについてデータ型マッピングについてデータ型マッピングについて
型マッピング・オプション（-builtintypes、-lobtypes、-numbertypesおよび
-usertypes）を使用する場合、次のデータ型マッピングの 1つを指定できます。
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データ型マッピングについて
� jdbc

� objectjdbc（-numbertypesの場合のみ）

� bigdecimal（-numbertypesの場合のみ）

� oracle

これらのマッピングは、JPublisherで生成されるメソッドで JPublisherで使用される引数お
よび結果の型に影響を与えます。 

JPublisherでオブジェクト型用に生成されるクラスには、オブジェクト属性の getおよび
setメソッドがあります。 VARRAY型または NESTED TABLE型用に JPublisherで生成され
るクラスは、VARRAYまたは NESTED TABLEの要素にアクセスする getメソッドおよび
setメソッドがあります。 オプション -methods=trueを使用すると、オブジェクト型また
は PL/SQLパッケージ用に JPublisherで生成されるクラスには、オブジェクト型またはパッ
ケージのいくつかのサーバー・メソッドをコールするラッパー・メソッドがあります。 マッ
ピング・オプションは、これらのメソッドで使用する引数および結果の型を制御します。

� JDBCマッピングでは、ほとんどの数値型は基本型 short、 int、floatおよび double
などを含む Java基本型にマップされます。 これらの型では、NULLデータ、浮動小数点
での精度損失あるいは整数オーバーフローに対する保護は行われません。 ただし、オブ
ジェクト型に NULL以外の Javaデータが移入されている場合、このことは問題になり
ません。 

� Object JDBCマッピングは、数値型のみに影響を与えます。 JPublisherで、Java基本型で
はなく java.langパッケージにあるラッパー・クラスが使用される点以外は JDBC
マッピングと同じです。 たとえば、JPublisherでは intおよび floatではなく、
java.lang.Integerおよび java.lang.Floatを使用します。 これにより、NULL
値を使用できますが、精度の損失あるいは整数オーバーフローに対する保護は行われま
せん。 これは数値型のデフォルト・マッピングです。

� BigDecimalマッピングはその名前のとおり、すべての数値型を
java.math.BigDecimalにマップします。BigDecimalクラスはNULL値および非
常に大きい数値をサポートしますが、BigDecimalに対する変換処理は遅くなります。 
このマッピングは数値型のみに影響を与えます。

� Oracleマッピングは、Oracleデータ型をそれに対応する oracle.sqlクラスにマップし
ます。すべての数値型は、NULL値および非常に大きい数値をサポートする
oracle.sql.NUMBERにマップされます。 非数値型は oracle.sql.CHARおよび
oracle.sql.BLOBなどの Oracle型にマップされ、オブジェクト型は CustomDatum
クラスにマップされます。

JDBCマッピングおよび Object JDBCマッピングでは、標準の Java操作で処理可能な通常の
Java型が使用されます。 ユーザーの JDBCプログラムでオブジェクト型としてデータベース
に格納されている Javaオブジェクトを操作している場合は、JDBCまたは Object JDBCマッ
ピングを選択できます。 

Oracleマッピングは最も効率のよいマッピングです。 oracle.sql型は Oracle内部データ
ベース型とかなり一致しているので、データ変換はほとんどまたはまったく必要ありませ
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データ型マッピングについて
ん。 情報を失うことはなく、データの処理およびデータの取出しにおいてより柔軟性があり
ます。 標準の SQL型に対する Oracleマッピングは、データベース内でデータを処理してい
る場合またはデータを移動している場合（既存のある表から別の表へ SELECTおよび
INSERTを実行している場合など）に最も便利な表現です。 データの形式変換が必要な場合
は、oracle.sql.*クラスのメソッドを使用してネイティブな Java型に変換できます。

使用するマッピング方法を決める場合、データの形式変換はユーザーのプログラムとサー
バー間のデータ転送のコストの一部にすぎない点に注意してください。

データ型マッピング表データ型マッピング表データ型マッピング表データ型マッピング表
表 1-3には、Oracleマッピングおよび JDBCマッピングを使用した SQLデータ型および
PL/SQLデータ型の Java型へのマッピングがリストされています。 PL/SQLメソッドの引数
または結果の型として、表 1-3でサポート済みとリストされているすべてのデータ型を使用
できます。 データ型のサブセットをオブジェクト属性型として使用できます。1-48ページの
表 1-4には、これらのデータ型がリストされています。 

表 1-3の SQLおよびおよびおよびおよび PL/SQLデータ型データ型データ型データ型列にはすべての使用可能なデータ型が含まれます。 

Oracleマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス列には、すべての型マッピング・オプションを oracleに設定し
た場合に JPublisherで使用される対応 Java型が含まれます。 これらの型は Oracleが提供す
る oracle.sqlパッケージ内にあり、データベース型を Java型に変換したときに発生する
オーバーヘッドが最小となるよう設計されています。

JDBCマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラスマッピング・クラス列には、すべての型マッピング・オプションを jdbcに設定した場
合に JPublisherで使用される対応 Java型が含まれます。 標準 SQLデータ型の場合、
JPublisherにより JDBC仕様で指定された Java型が使用されます。 Oracle拡張要素である
SQLデータ型の場合、JPublisherで oracle.sql型が使用されます。oracle.sql.*パッ
ケージの詳細は、『 Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス 』を参照してください。

いくつかの PL/SQLデータ型は、現在 Oracle JDBCドライバでサポートされていないため、
JPublisherでサポートされません。 これらの PL/SQLデータ型は、表内では「JDBCでは直
接サポートされません」と示されます。
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表表表表 1-3  Oracleおよびおよびおよびおよび Object JDBCマッピング・クラスに対するマッピング・クラスに対するマッピング・クラスに対するマッピング・クラスに対する PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 

SQLおよびおよびおよびおよび PL/SQLデータ型データ型データ型データ型 Oracleマッピングマッピングマッピングマッピング JDBCマッピングマッピングマッピングマッピング

CHAR、CHARACTER、LONG、
STRING、VARCHAR、VARCHAR2

oracle.sql.CHAR java.lang.String

NCHAR、NVARCHAR2 JDBCでは直接サポートされません JDBCでは直接サポートされません 

RAW、LONG RAW oracle.sql.RAW byte[]

BINARY_INTEGER、NATURAL、
NATURALN、PLS_INTEGER、
POSITIVE、POSITIVEN、
SIGNTYPE、INT、INTEGER

oracle.sql.NUMBER int

DEC、DECIMAL、NUMBER、
NUMERIC

oracle.sql.NUMBER java.math.BigDecimal

DOUBLE PRECISION、FLOAT oracle.sql.NUMBER double

SMALLINT oracle.sql.NUMBER short

REAL oracle.sql.NUMBER float

DATE oracle.sql.DATE java.sql.Timestamp

ROWID、 UROWID oracle.sql.ROWID oracle.sql.ROWID

BOOLEAN JDBCでは直接サポートされません JDBCでは直接サポートされません

CLOB oracle.sql.CLOB java.sql.Clob

BLOB oracle.sql.BLOB java.sql.Blob

BFILE oracle.sql.BFILE oracle.sql.BFILE

NCLOB JDBCでは直接サポートされません JDBCでは直接サポートされません

オブジェクト型 生成されたクラス 生成されたクラス

RECORD型 JDBCでは直接サポートされません JDBCでは直接サポートされません

NESTED TABLE、VARRAY oracle.sql.ARRAYを使用して実装された
生成クラス

java.sql.Array

オブジェクト型に対する REF oracle.sql.REFを使用して実装された
生成クラス

java.sql.Ref

REF CURSOR java.sql.ResultSet java.sql.ResultSet 

索引付き表 JDBCでは直接サポートされません JDBCでは直接サポートされません

ユーザー定義サブタイプ 基本型用と同じです 基本型用と同じです
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数値型のみに影響を与える Object JDBCおよび BigDecimalマッピングは「数値型のマッピ
ング（-numbertypes）」で詳しく説明します。

使用できるオブジェクト属性型使用できるオブジェクト属性型使用できるオブジェクト属性型使用できるオブジェクト属性型
オブジェクト属性型として表 1-3にリストされている PL/SQLデータ型のサブセットを使用
できます。 これらのデータ型は表 1-4に含まれており、表 1-3および表 1-4で説明されている
のと同じ Oracleマッピング、Object JDBCマッピングおよび JDBCマッピングがあります。 

表表表表 1-4  オブジェクト属性型として使用可能なデータ型オブジェクト属性型として使用可能なデータ型オブジェクト属性型として使用可能なデータ型オブジェクト属性型として使用可能なデータ型 

CHAR、VARCHAR、VARCHAR2、CHARACTER

DATE

DECIMAL、DEC、NUMBER、NUMERIC

DOUBLE PRECISION、FLOAT

INTEGER、SMALLINT、INT

REAL

RAW、LONG RAW

CLOB

BLOB

BFILE

オブジェクト型

NESTED TABLE、VARRAY

オブジェクト型に対する REF
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JDBCでサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用
 JPublisherでは、JDBCで直接サポートされないデータ型を使用する PL/SQLメソッド用に
ラッパー・メソッドを生成できません。 サポートされないデータ型（NCHARまたは
BOOLEANなど）を使用する PL/SQLメソッドをコールする必要がある場合は、次の 2つの
いずれかを実行します。

� その型を使用しないように PL/SQLメソッドを書き直します。 

� JDBCでサポートされる入力タイプを PL/SQLメソッドで使用される入力タイプに変換
する無名ブロックを記述し、PL/SQLメソッドで使用される出力タイプを JDBCでサ
ポートされる出力タイプに変換します。 この方法の詳細は、2-70ページの「例 : JDBCで
サポートされないデータ型の使用」を参照してください。

OUTパラメータ渡しパラメータ渡しパラメータ渡しパラメータ渡し
SQLJを介してコールされるストアド・プロシージャでは、通常の Javaメソッドと同じパラ
メータ渡しの動作は行われません。 これは、JPublisherで生成されるラッパー・メソッドを
コールするときに記述するコードに影響します。

通常の Javaメソッドをコールすると、Javaオブジェクトであるパラメータはオブジェクト
参照として渡されます。 そのメソッドでオブジェクトを変更できます。

それに対し、SQLJを介してストアド・プロシージャをコールすると、各パラメータのコ
ピーがストアド・プロシージャに渡されます。 プロシージャでパラメータを変更する場合は、
変更されたパラメータのコピーがコール側に戻されます。 このため、変更されたパラメータ
の前および後の値は別々のオブジェクトとなります。

JPublisherで生成されるラッパー・メソッドには、ストアド・プロシージャをコールするた
めの SQLJコードが含まれます。 CREATE TYPEまたは CREATE PACKAGE宣言で宣言され
たストアド・プロシージャに対するパラメータには、3つの使用可能なパラメータ・モード、
IN、OUTおよび IN OUTがあります。 ストアド・プロシージャの IN OUTおよび OUTパラ
メータは新規に作成されたオブジェクトのラッパー・メソッドに戻されます。 これらの新規
の値はラッパー・メソッドのコール側に戻す必要がありますが、ラッパー・メソッド内の仮
パラメータはコール側で参照できる実際のパラメータには影響を与えません。

thisパラメータ以外のパラメータ渡しパラメータ以外のパラメータ渡しパラメータ以外のパラメータ渡しパラメータ以外のパラメータ渡し

前述の項で説明した問題を解決する場合、単一要素配列のラッパー・メソッドに OUTまた
は IN OUTパラメータを渡すのが最も簡単な方法です。 配列とは、パラメータを格納するコ
ンテナの一種です。

� そのパラメータの前の値を配列の要素 0へ割り当てます。

� 配列をラッパー・メソッドへ渡します。

� ラッパー・メソッドはパラメータの後の値を配列の要素 0へ割り当てます。

� メソッドを実行した後に配列から後の値を抽出します。 
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次の例では、クラス Personの初期化変数 pがあり、xは IN OUT Person引数を使用する
ラッパー・メソッド fを持つ JPublisherで生成されたクラスに属するオブジェクトです。 配
列を作成し、次のようにパラメータを渡します。

Person [] pa = {p}; 
x.f(pa); 
p = pa[0]; 

OUTまたは IN OUTパラメータを渡すためのこの方法では、それぞれのパラメータごとに
ユーザー・プログラムのコードに何行か追加する必要があります。 ユーザーのストアド・プ
ログラムに多くの OUTまたは IN OUTパラメータがある場合、ラッパー・メソッドよりも
SQLJコードを直接使用してコールする方がよい場合もあります。

thisパラメータ渡しパラメータ渡しパラメータ渡しパラメータ渡し
インスタンス・メソッドの thisオブジェクトを変更すると同様な問題が発生します。

thisオブジェクトは異なる方法で渡される追加パラメータです。 CREATE TYPE文で宣言
されるそのモードは INまたは IN OUTになります。 thisのモードを明示的に宣言しない場
合のモードは、ストアド・プロシージャが結果を戻さない場合には IN OUT、結果を戻す場
合は INになります。

thisオブジェクトのモードが IN OUTの場合、ラッパー・メソッドは thisの新規の値を
戻す必要があります。 JPublisherで生成されたコードは次の 2つの方法でこれを処理します。

� ストアド・プロシージャが結果（PL/SQL用語ではファンクションではなくプロシー
ジャ）を戻さない場合、thisの新規の値はラッパー・メソッドのファンクション結果
として戻されます。 結果を戻すストアド・プロシージャでは thisのデフォルト・モー
ドが INであるため、通常このようになります。

� ストアド・プロシージャが結果（PL/SQL用語ではファンクション）を戻す場合、ラッ
パー・メソッドは、その結果としてストアド・プロシージャの結果を戻します。 this
の新規の値は単一要素配列で戻され、ラッパー・メソッドに追加の引数として渡されて
ラッパー・メソッドの最後の引数となります。
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オーバーロードされたメソッドの変換オーバーロードされたメソッドの変換オーバーロードされたメソッドの変換オーバーロードされたメソッドの変換
PL/SQLでは、Javaと同様に、オーバーロードされたメソッド、つまり同じ名前でシグネ
チャが異なる 2つ以上のメソッドを作成できます。 JPublisherを使用して PL/SQLメソッド
用のラッパー・メソッドを生成すると、PL/SQLで異なるシグネチャを持つ 2つのオーバー
ロードされたメソッドが、Javaで同じシグネチャを持つ場合があります。 この場合、
JPublisherでメソッドの名前を変更して、同じシグネチャを持つ 2つ以上のメソッドを生成
しないでください。 たとえば、次のファンクションを含む PL/SQLパッケージまたはオブ
ジェクト型を想定します。 

FUNCTION f(x INTEGER, y INTEGER) RETURN INTEGER 

および

FUNCTION f(xx FLOAT, yy FLOAT) RETURN INTEGER 

PL/SQLでは、これらのファンクションに異なる引数型があります。 ただし、
-mapping=oracleを使用して Javaに変換されると、この違いはなくなります（INTEGER
および FLOATは両方とも oracle.sql.NUMBERにマップされます）。 

JPublisherでコマンドライン設定 -methods=trueおよび -mapping=oracleを使用して
パッケージまたはオブジェクト型用のクラスを生成するとします。 JPublisherでは次のコー
ドと同様のコードを生成して応答します。 

  public oracle.sql.NUMBER f_1 ( 
    oracle.sql.NUMBER x, 
    oracle.sql.NUMBER y) 
  throws SQLException 
  { 
    /* body omitted */  
  } 
 
  public oracle.sql.NUMBER f_4 ( 
    oracle.sql.NUMBER xx, 
    oracle.sql.NUMBER yy) 
  throws SQLException 
  { 
    /* body omitted */ 
  } 
 
この例では、JPublisherで最初のファンクションに f_1および 2つ目のファンクションに
f_4と命名している点に注意してください。各ファンクション名は _<nn>で終了します。
この <nn>は JPublisherで割り当てられた数値です。 数値それ自体には意味がありませんが、
JPublisherではその数値を使用して同一のパラメータ・タイプを持つファンクションの名前
を確実に一意にします。
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JPublisherで生成されるで生成されるで生成されるで生成される SQLJクラスの使用クラスの使用クラスの使用クラスの使用
-methods=trueの場合、JPublisherでオブジェクト型および PL/SQLパッケージ用に
.sqljファイルが生成されます。 そのファイルには、オブジェクト型およびパッケージのい
くつかのサーバー・メソッドをコールするラッパー・メソッドが含まれます。 SQLJを実行
し、.sqljファイルを変換します。

この項では、ユーザーの SQLJコードでこれらの生成されたクラスを使用する方法を説明し
ます。 

JPublisherでででで PL/SQLパッケージ用に生成されるパッケージ用に生成されるパッケージ用に生成されるパッケージ用に生成される SQLJクラスの使用クラスの使用クラスの使用クラスの使用
JPublisherで PL/SQLパッケージ用に生成されるクラスを使用する場合は、次を実行しま
す。 

� クラスのインスタンスを構成します。 

� クラスのラッパー・メソッドをコールします。 

クラスのコンストラクタは接続をクラスに対応付けます。 あるコンストラクタは
ConnectionContextを使用し、あるコンストラクタは Connectionを使用し、また、あ
るコンストラクタには引数がありません。 引数のないコンストラクタをコールするのは、
DefaultContextを ConnectionContextを使用するコンストラクタに渡すのと同じこと
です。 JPublisherは、SQLJプログラムのコンパイル方法は理解しているが、
ConnectionContextなどの SQLJ概念をよく理解していない JDBCプログラマが使用しや
すいように、Connectionを使用するコンストラクタを提供します。 

thisオブジェクトの ConnectionContextがラッパー・メソッドの #sql文で使用されて
いるため、ラッパー・メソッドはすべてインスタンス・メソッドになります。 

PL/SQLパッケージ用に生成されたクラスには、接続コンテキスト以外のインスタンス・
データがないため、通常は使用する接続コンテキストごとにクラス・インスタンスを 1つ構
成します。 デフォルトのコンテキストが、使用する唯一のコンテキストの場合は、引数のな
いコンストラクタを一度コールします。 複数の接続コンテキストの使用理由は、『Oracle8i 
SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス』で説明しています。

PL/SQLパッケージ用に生成されたクラスのインスタンスには、PL/SQLパッケージ変数の
コピーは含まれていません。 そのクラスのインスタンスは CustomDatumクラスでも
SQLDataクラスでもなく、ホスト変数としても使用できません。 

PL/SQLパッケージ用に生成されたクラスを使用する方法は、2-65ページの「例 : パッケー
ジ用に生成されたクラスの使用」に示します。   

JPublisherでオブジェクト型用に生成されるクラスの使用でオブジェクト型用に生成されるクラスの使用でオブジェクト型用に生成されるクラスの使用でオブジェクト型用に生成されるクラスの使用
オブジェクト型用に JPublisherで生成されるクラスのオブジェクトを使用するには、最初に
オブジェクトを初期化する必要があります。 

オブジェクトを初期化する方法は次のとおりです。 
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� オブジェクトに対して初期化済みのオブジェクトを割り当てます。 

� データベース・オブジェクトのコピーを次の方法でオブジェクトに取り込みます。  

– オブジェクトを OUT引数または JPublisherで生成されたラッパー・メソッドの
ファンクション・コール結果として使用します。

– ユーザー記述の #sql文を介してオブジェクトを取り出します。

– ユーザー記述の JDBCコールを介してオブジェクトを取り出します。

� オブジェクトを構成し、setメソッドを使用してその属性を設定します。 

クラスのコンストラクタは接続をクラスに対応付けます。 あるコンストラクタは
ConnectionContextを使用し、あるコンストラクタは Connectionを使用し、ま
た、あるコンストラクタには引数がありません。 引数のないコンストラクタをコールす
るのは、DefaultContextを ConnectionContextを使用するコンストラクタに渡す
のと同じです。 JPublisherは、SQLJプログラムのコンパイル方法は理解しているが、
ConnectionContextなどの SQLJ概念をよく理解していない JDBCプログラマが使用
しやすいように、Connectionを使用するコンストラクタを提供します。 

オブジェクトを初期化すると、次を実行できます。 

� オブジェクトのアクセッサ・メソッドをコールできます。 

� オブジェクトのラッパー・メソッドをコールできます。

� オブジェクトを他のラッパー・メソッドに渡すことができます。 

� ユーザー独自の #sql文でオブジェクトをホスト変数として使用できます。

� ユーザー独自のオブジェクトを JDBCコールでホスト変数として使用できます。

論理的には、対応するデータベース・オブジェクト型の属性ごとに Java属性があります。 オ
ブジェクトには、属性ごとに getおよび setアクセッサ・メソッドがあります。 アクセッ
サ・メソッドの名前は属性 fooの場合 getFoo()および setFoo()という形式になりま
す。 JPublisherでは属性に対してフィールドは生成されません。

クラスにはデフォルトで、サーバーで実行される対応付けられた Oracleオブジェクト・メ
ソッドをコールするラッパー・メソッドが含まれます。 ラッパー・メソッドは、サーバー・
メソッドがインスタンス・メソッドかどうかに関係なく、すべてインスタンス・メソッドで
す。 thisオブジェクト内の ConnectionContextは、ラッパー・メソッドの #sql文で使
用されます。 
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JPublisherで生成される次のメソッドは、Oracle JDBCドライバで使用するもので、ユー
ザーは使用できません。 

� getFactory()

� create()

� toDatum()

getFactory()、create()および toDatum()メソッドは CustomDatumおよび
CustomDatumFactoryインタフェースを実装する場合に役立ち、Oracle JDBCドライバで
使用され、Oracle SQLJで要求されるメソッドです。 

2-53ページの「例 : オブジェクト型用に生成されたクラスの使用」で説明されている
RationalOの例では、オブジェクト型用に生成され、ラッパー・メソッドを持つクラスの
使用方法を示します。

JPublisherで生成されるで生成されるで生成されるで生成される SQLJコードの一般的なコメントコードの一般的なコメントコードの一般的なコメントコードの一般的なコメント
JPublisherでオブジェクト型またはパッケージ用に生成されるすべての .sqljファイルに
は、クラス内で次のように宣言された独自の接続コンテキスト・クラスと独自のコンテキス
ト・インスタンスがあります。 

#sql context _Ctx; 
_Ctx ctx; 

様々な生成クラスに様々な接続コンテキスト・クラスがある場合、SQLJオンライン・セマ
ンティクス・チェック中に様々なスキーマ例に対して様々なクラスのチェックを行うオプ
ションがあります。 

様々なオブジェクト内に様々な接続コンテキスト・インスタンスがある場合は、明示的に同
期を行わなくても様々な Javaスレッドでオブジェクトが確実に使用されます。 

ユーザーの SQLJコードでは、REF、VARRAYおよびNESTED TABLE型用に、また
-methods=falseの場合は JPublisherで生成したオブジェクト型用に、JPublisherで生成
された .javaファイルを使用できます。#sql文が埋め込まれていない場合、これらは通常
の .javaファイルになります。 

これらのクラスのインスタンスはホスト変数として、および JPublisherで生成されたラッ
パー・メソッドに対する引数として、ユーザー独自の #sql文で使用できます。 次の項では、
さらに詳しく説明します。

JPublisherで生成されるで生成されるで生成されるで生成される Javaクラスの使用クラスの使用クラスの使用クラスの使用
-methods=falseの場合、JPublisherでは、オブジェクト型用にラッパー・メソッドが生
成されず、また PL/SQLパッケージ用のコードはラッパー・メソッドなしでは役に立たない
ため生成されません。 -methods=falseの場合、JPublisherで .javaファイルのみが生成
されます。 
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JPublisherでは、-methodsが falseでも trueでも、REF、VARRAYおよび NESTED 
TABLE型用に同じ Javaコードが生成されます。 

-methods=falseのときのオブジェクト型、または REF、VARRAYまたは NESTED TABLE
型用に JPublisherで生成されるクラスのオブジェクトを使用するには、最初にオブジェクト
を初期化する必要があります。 

オブジェクトを初期化する方法は次のとおりです。 

� オブジェクトに対して初期化済みのオブジェクトを割り当てます。 

� データベース・オブジェクトのコピーを次の方法でオブジェクトに取り込みます。  

– オブジェクトを OUT引数または JPublisherで生成された他のクラスのラッパー・
メソッドのファンクション・コール結果として使用します。

– ユーザーが記述した #sql文を介してオブジェクトを取り出します。

– ユーザーが記述した JDBCコールを介してオブジェクトを取り出します。

� オブジェクトを構成して、そのデータを初期化します。

.sqljクラスで生成されたコンストラクタとは異なり、.javaクラスで生成されたコンス
トラクタは接続引数を使用しません。 かわりに、オブジェクトが Statement、
CallableStatementまたは PreparedStatementに渡されるか戻されると、JPublisher
では、Statement、CallableStatementまたは PreparedStatementを構成する場合
に使用する接続が適用されます。 

これは、同じオブジェクトを様々な時間に様々な接続で使用できるという意味ではありませ
ん。 また、常に使用可能とは限りません。 オブジェクトが特定の接続に対してのみ有効な
REFまたは BLOBなどのサブコンポーネントを持つ場合があります。 

オブジェクトのデータを初期化するには、クラスがオブジェクト型を表す場合は setメソッ
ドを使用し、クラスが VARRAYまたは NESTED TABLE型を表す場合は setArray()また
は setElement()メソッドを使用します。 クラスが REF型を表す場合は、NULLの REFの
みを構成できます。NULL以外のすべての REFはデータベースから取得します。    

オブジェクトを初期化すると、次を実行できます。 

� オブジェクトを他のクラスのラッパー・メソッドに渡すことができます。 

� ユーザー独自の #sql文でオブジェクトをホスト変数として使用できます。

� ユーザー独自の JDBCコールでオブジェクトをホスト変数として使用できます。

� オブジェクトの状態を読み書きするメソッドをコールできます。 これらのメソッドは
ユーザーのプログラム内のオブジェクトで動作し、データベース内のデータには影響し
ません。 

– オブジェクト型を表すクラスの場合、getおよび setアクセッサ・メソッドを
コールできます。
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– VARRAYまたは NESTED TABLEを表すクラスの場合、getArray()、
setArray()、getElement()および setElement()メソッドをコールできま
す。

getArray()および setArray()メソッドはコレクションを全体として戻すか変
更します。 getElement()および setElement()メソッドはコレクションの個別
の要素を戻すか変更します。

� REFは変更不可のエンティティであるため変更できませんが、getValue()および
setValue()メソッドを使用して、参照するデータベース・オブジェクトの読み書きが
できます。 

getValue()メソッドは REFが参照するデータベース・オブジェクトのコピーを戻し
ます。 setValue()メソッドはデータベース内のオブジェクト型インスタンスを更新
し、オブジェクト型を表す Javaクラスのインスタンスの入力として使用します。 オブ
ジェクト型用に生成されたクラスの getおよび setアクセッサ・メソッドとは異なり、
getValue()および setValue()メソッドでデータベース・オブジェクトの読み書き
を行います。

まだ説明していないメソッドがあります。 getFactory()メソッドは、JDBCコード内で
JPubliserで生成されたクラスのオブジェクトを構成する CustomDatumFactoryを戻しま
す。 この CustomDatumFactoryをクラス ArrayDataResultSetにある Oracleの 
getCustomDatum()メソッド、oracle.jdbc.driverパッケージ内にある
OracleCallableStatementおよび OracleResultSetに渡します。Oracle JDBCドライ
バでは、CustomDatumFactoryを使用してクラスのオブジェクトが作成されます。 

さらに、VARRAYおよび NESTED TABLEを表すクラスには、oracle.sql.ARRAYクラス
の機能を実装する次のいくつかのメソッドがあります。 

� getBaseTypeName() 

� getBaseType() 

� getDescriptor() 
1-56 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



JPublisherで生成される SQLJクラスの使用
ただし、VARRAYおよび NESTED TABLE用に JPublisherで生成されたクラスは
oracle.sql.ARRAYを拡張しません。

JPublisherで生成される次のメソッドは、Oracleの JDBCドライバで使用するもので、ユー
ザーは使用できません。 

� create()

� toDatum()

これらのメソッドは、Oracle JDBCドライバで要求される CustomDatumおよび
CustomDatumFactoryインタフェースを実装します。 

2-65ページの「例 : パッケージ用に生成されたクラスの使用」で説明する RationalPの例
には、ラッパー・メソッドを持たないオブジェクト型用に生成されたクラスが含まれます。
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JPublisherの制限事項
JPublisherの制限事項の制限事項の制限事項の制限事項
この項では、JPublisherのカレント・リリースにおけるいくつかの制限事項を説明します。 

マルチバイト・キャラクタ・セットの使用マルチバイト・キャラクタ・セットの使用マルチバイト・キャラクタ・セットの使用マルチバイト・キャラクタ・セットの使用  JPublisherでは現在、マルチバイト・キャラク
タ・セットは完全にはサポートされていません。

表示可能なエラー・メッセージ表示可能なエラー・メッセージ表示可能なエラー・メッセージ表示可能なエラー・メッセージ  エラー・メッセージは現在英語でのみ表示されます。

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 PL/SQL型型型型  Publisherでは現在、次の PL/SQL引数型はサポートされてい
ません。

JPublisherでは、1つ以上のサポートされないデータ型を使用するラッパー・メソッドに対
してはコードが生成されません。 かわりに、1つ以上のエラー・メッセージが表示されます。

INPUTファイルのエラー・レポートファイルのエラー・レポートファイルのエラー・レポートファイルのエラー・レポート  JPublisherでは INPUTファイル内のほとんどのエラー
をレポートしていますが、すべてのエラーではありません。 INPUTファイル内のエラーで、
JPublisherでレポートされないエラーは、1-44ページの「INPUTファイルの事前注意事項」
で説明します。

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 PL/SQL型名型名型名型名

BOOLEAN

NCHAR

NCLOB

NVARCHAR2

レコード・タイプ

索引付き表

強い型指定の REF CURSOR
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JPublisherの例の例の例の例

この章では、オブジェクト型および PL/SQLパッケージを変換する際に JPublisherで生成さ
れる出力を説明します。 この章では、次の項目について説明します。 

� 「例 : 様々なマッピングを使用する JPublisher変換」では、型マッピング・パラメータの
値のみを変更する場合の JPublisher出力の例を示します。

� 「例 : JPublisher型マッピング」では、様々なオブジェクト型を変換する場合の
JPublisher出力の例を示します。 

� 「例 : SQLDataクラスの生成」では、SQLDataインタフェースを実装するクラスを生成
する場合の JPublisher出力の例を示します。

� 「例 : JPublisherクラスの拡張」では、拡張するクラスを生成する場合の JPublisher出力
の例を示します。 

� 「例 : JPublisherラッパー・メソッド」では、PL/SQLメソッド用およびオブジェクト型
属性とメソッド用にメソッド・ラッパーを生成する場合の JPublisher出力の例を示しま
す。

� 「例 : オブジェクト型用に生成されたクラスの使用」では、JPublisherでオブジェクト型
用に生成されるクラスを使用する完全なプログラムを説明します。 

� 「例 : パッケージ用に生成されたクラスの使用」では、JPublisherでオブジェクトおよび
パッケージ用にそれぞれ生成されるクラスおよびメソッド・ラッパーを使用する完全な
プログラムを示します。

� 「例 : JDBCでサポートされないデータ型の使用」では、JDBCでサポートされないデータ
型を使用するための無名 PL/SQLブロックを記述する例を示します。
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例 : 様々なマッピングを使用する JPublisher変換
例例例例 : 様々なマッピングを使用する様々なマッピングを使用する様々なマッピングを使用する様々なマッピングを使用する JPublisher変換変換変換変換
この項では、型マッピング・パラメータの値のみが異なる変換の JPublisherからの出力例を
示します。 この項では、1-10ページの「JPublisher変換の例」に示す次のオブジェクト型を
使用します。

CREATE TYPE employee AS OBJECT
(
    name       VARCHAR2(30),
    empno      INTEGER,
    deptno     NUMBER,
    hiredate   DATE,
    salary     REAL
);

元のコマンドラインは次のとおりです。

jpub -user=scott/tiger -dir=demo -numbertypes=objectjdbc -builtintypes=jdbc 
-package=corp -case=mixed -sql=Employee

ページ 1-10の例では、型は -numbertypes=objectjdbcおよび -builtintypes=jdbc
で変換されています。 

次の 2つの例では、JPublisherで様々な型マッピング・オプションを使用して型を変換しま
す。 最初の例では、-numbertypes=jdbcを使用し、次の例では -numbertypes=oracle
および -builtintypes=oracleを使用します。 

JDBCマッピングを使用するマッピングを使用するマッピングを使用するマッピングを使用する JPublisher変換変換変換変換
1-10ページの「JPublisher変換の例」に示すオブジェクト型を、ここでは
-numbertypes=jdbcを使用して変換します。 コマンドラインに他の変更は加えません。

ユーザーが数値型に対して Object JDBCマッピングではなく JDBCマッピングを要求するた
め、getおよび setアクセッサ・メソッドでは Integer型のかわりに int型、および
Float型のかわりに float型が使用されます。

次に Employee.sqljファイルの内容を示します。EmployeeRef.javaファイルは、属性
の型に依存していないため変更されません。 
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package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class Employee implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.EMPLOYEE";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    12, 4, 2, 91, 7
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[5];

  static final Employee _EmployeeFactory = new Employee();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _EmployeeFactory;
  }

  /* constructors */
  public Employee()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
  }

  public Employee(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public Employee(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Employee o = new Employee();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public String getName() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(0); }

  public void setName(String name) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, name); }
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例 : 様々なマッピングを使用する JPublisher変換
  public int getEmpno() throws SQLException
  { return ((Integer) _struct.getAttribute(1)).intValue(); }

  public void setEmpno(int empno) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, new Integer(empno)); }

  public java.math.BigDecimal getDeptno() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(2); }

  public void setDeptno(java.math.BigDecimal deptno) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, deptno); }

  public java.sql.Timestamp getHiredate() throws SQLException
  { return (java.sql.Timestamp) _struct.getAttribute(3); }

  public void setHiredate(java.sql.Timestamp hiredate) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(3, hiredate); }

  public float getSalary() throws SQLException
  { return ((Float) _struct.getAttribute(4)).floatValue(); }

  public void setSalary(float salary) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(4, new Float(salary)); }

}

Oracleマッピングを使用するマッピングを使用するマッピングを使用するマッピングを使用する JPublisher変換変換変換変換
1-10ページの「JPublisher変換の例」に示すオブジェクト型を、ここでは
-numbertypes=oracleおよび -builtintypes=oracleを使用して変換します。 コマン
ドラインに他の変更は加えません。

ユーザーが Oracle型マッピングを要求しているため、getおよび setアクセッサ・メソッ
ドでは、Stringのかわりに oracle.sql.CHAR型、java.sql.Timestampのかわりに
oracle.sql.DATE型、Integer、java.math.BigDecimalおよび Floatのかわりに
oracle.sql.NUMBER型が使用されます。
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次に Employee.sqljファイルの内容を示します。EmployeeRef.javaファイルは、属性
の型に依存していないため変更されません。 

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class Employee implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.EMPLOYEE";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    12, 4, 2, 91, 7
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[5];

  static final Employee _EmployeeFactory = new Employee();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _EmployeeFactory;
  }

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  /* constructors */
  public Employee()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
  }

  public Employee(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public Employee(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[5], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Employee o = new Employee();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }
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  /* accessor methods */
  public oracle.sql.CHAR getName() throws SQLException
  { return (oracle.sql.CHAR) _struct.getOracleAttribute(0); }

  public void setName(oracle.sql.CHAR name) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(0, name); }

  public oracle.sql.NUMBER getEmpno() throws SQLException
  { return (oracle.sql.NUMBER) _struct.getOracleAttribute(1); }

  public void setEmpno(oracle.sql.NUMBER empno) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(1, empno); }

  public oracle.sql.NUMBER getDeptno() throws SQLException
  { return (oracle.sql.NUMBER) _struct.getOracleAttribute(2); }

  public void setDeptno(oracle.sql.NUMBER deptno) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(2, deptno); }

  public oracle.sql.DATE getHiredate() throws SQLException
  { return (oracle.sql.DATE) _struct.getOracleAttribute(3); }

  public void setHiredate(oracle.sql.DATE hiredate) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(3, hiredate); }

  public oracle.sql.NUMBER getSalary() throws SQLException
  { return (oracle.sql.NUMBER) _struct.getOracleAttribute(4); }

  public void setSalary(oracle.sql.NUMBER salary) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(4, salary); }

}
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例例例例 : JPublisher型マッピング型マッピング型マッピング型マッピング
この項では、様々なオブジェクト属性型に対する JPublisher出力の例を説明します。 
JPublisherで作成される様々な型マッピングの例を示します。 

この例では、オブジェクト型 addressを定義した後、VARRAY型 Addr_Arrayの定義の基
礎としてオブジェクト型 addressを使用します。 また、オブジェクト型 alltypesの定義
でも、JPublisherで REFおよび配列に対して作成されるマッピングを示すために、オブジェ
クト型 addressおよび VARRAY型 Addr_Arrayを使用します（次に示す alltypesオブ
ジェクト定義の attr17、attr18および attr19を参照）。   

connect scott/tiger
CREATE OR REPLACE TYPE address AS object
(
  street varchar2(50),
  city   varchar2(50),
  state  varchar2(30),
  zip    number
);

CREATE OR REPLACE TYPE Addr_Array AS VARRAY(10) OF address;
CREATE OR REPLACE TYPE ntbl AS table OF Integer;
CREATE TYPE alltypes AS object (
  attr1  bfile,
  attr2  blob,
  attr3  char(10),
  attr4  clob,
  attr5  date,
  attr6  decimal,
  attr7  double precision,
  attr8  float,
  attr9  integer,
  attr10 number,
  attr11 numeric,
  attr12 raw(20),
  attr13 real,
  attr14 smallint,
  attr15 varchar(10),
  attr16 varchar2(10),
  attr17 address,
  attr18 ref address,
  attr19 Addr_Array,
  attr20 ntbl);
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この例では、JPublisherを次のコマンドラインで起動します。

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -dir=demo -package=corp -mapping=objectjdbc 
-methods=false

demoおよび corpディレクトリは、あらかじめ作成しておく必要はありません。 このディレ
クトリは JPublisherで作成されます。 

demoinファイルには、次の宣言が含まれています。

SQL ADDRESS GENERATE Address 
SQL ALLTYPES AS all.Alltypes 

demoinで明示的に Alltypes型および Address型の宣言がリストされるため、
JPublisherでそれらの宣言が生成されます。 また、Alltypes型で ntbl型および
AddrArray型の宣言が要求されるため、それらの宣言も生成されます。

さらに、オブジェクト型ごとに REF型の宣言も生成されるため、JPublisherで
AlltypesRef型および AddressRef型の宣言も生成されます。 REF型は対応するオブジェ
クト型と同じパッケージ内にあります。 REF型は、INPUTファイルまたはコマンドラインに
リストされません。 Address型および AddressRef型は、-package=corpがコマンドラ
インにあるため、パッケージ corp内にあります。 Alltypes型および AlltypesRef 型は、
all.Alltypes内の allで -package=corpがオーバーライドされてしまうため、パッ
ケージ all内にあります。その他の型は明示的に指定されていないため、コマンドラインで
指定されたパッケージ corpに生成されます。

したがって、JPublisherではパッケージ corpに次のファイルが生成されます。

./demo/corp/Address.java 

./demo/corp/AddressRef.java 

./demo/corp/Ntbl.java 

./demo/corp/AddrArray.java

また、パッケージ allには次のファイルが生成されます。

./demo/all/Alltypes.java 

./demo/all/AlltypesRef.java 
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JPublisher型マッピング出力例型マッピング出力例型マッピング出力例型マッピング出力例
この項では、JPublisherで生成されるファイルの内容をリストします。 

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Address.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
ファイル ./demo/corp/Address.javaの内容は次のとおりです。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

public class Address implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    12, 12, 12, 2
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[4];

  static final Address _AddressFactory = new Address();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _AddressFactory;
  }

  /* constructor */
  public Address()

注意注意注意注意 :  JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。 
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  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[4], _sqlType, _factory);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Address o = new Address();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public String getStreet() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(0); }

  public void setStreet(String street) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, street); }

  public String getCity() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(1); }

  public void setCity(String city) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, city); }

  public String getState() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(2); }

  public void setState(String state) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, state); }

  public java.math.BigDecimal getZip() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(3); }
2-12 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



例 : JPublisher型マッピング
  public void setZip(java.math.BigDecimal zip) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(3, zip); }

}

Address.javaファイルにはいくつかのポイントが示されています。 JPublisherで生成され
る Javaソース・ファイルは、生成されたクラスが名前付きパッケージにある場合、常に
パッケージ宣言で開始されます。 次のいずれかを使用してパッケージを指定できます。

� コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで指定した -packageパラメータ

� Java識別名にパッケージ名が含まれる場合は、INPUTファイル内の AS <Java識別名 >句

package宣言の後に Addressクラスで指定された特定のクラスおよびインタフェースのイ
ンポート宣言が続きます。 

クラス定義が import宣言の後に続きます。 JPublisherで生成されるすべてのクラスが
publicと宣言されます。 

SQLJでは _SQL_NAMEおよび _SQL_TYPECODE文字列を使用して、Addressクラスに一致
するオブジェクト型を識別します。

引数のないコンストラクタを使用して、_AddressFactoryオブジェクトが作成され、これ
は getFactory()によって戻されます。 他の Addressオブジェクトは create()メソッ
ドで構成されます。 静的 _factoryフィールドは、Addressの属性型にはファクトリが必
要ないため、次のような Addressの属性に対するファクトリの配列となります。

_factory[0] == _factory[1] == null. 

実際のデータは MutableStruct _structに格納されています。

toDatum()メソッドにより、Addressは Datum（この場合は STRUCT）に変換されます。 
JDBCには接続引数が必要ですが、論理的には必要ない場合があります。 

getおよび setアクセッサ・メソッドでは、数値属性に objectjdbcマッピングが使用さ
れ、その他の属性には jdbcマッピングが使用されます。 -case=mixedがデフォルトであ
るため、メソッド名は大文字小文字の混合表記になります。
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JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された AddressRef.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
ファイル ./demo/corp/AddressRef.javaの内容は次のとおりです。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.REF;
import oracle.sql.STRUCT;

public class AddressRef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  REF _ref;

  static final AddressRef _AddressRefFactory = new AddressRef();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _AddressRefFactory;
  }

  /* constructor */
  public AddressRef()
  {
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _ref;
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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    AddressRef r = new AddressRef();
    r._ref = (REF) d;
    return r;
  }
  public Address getValue() throws SQLException
  {
     return (Address) Address.getFactory().create(
       _ref.getSTRUCT(), OracleTypes.REF);
  }

  public void setValue(Address c) throws SQLException
  {
    _ref.setValue((STRUCT) c.toDatum(_ref.getConnection()));
  }
}

AddressRefクラス内の getValueメソッドは、AddressRefで参照されたアドレスを適
切な型で戻します。 setValue()メソッドは、Address引数の内容を AddressRefの参照
先であるデータベース Addressオブジェクトにコピーします。

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Alltypes.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
ファイル ./demo/all/Alltypes.javaの内容は次のとおりです。

package all;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

public class Alltypes implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ALLTYPES";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    -13, 2004, 1, 2005, 91, 3, 8, 6, 4, 2,
    3, -2, 7, 5, 12, 12, 2002, 2006, 2003, 2003
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[20];
  static
  {
    _factory[16] = corp.Address.getFactory();
    _factory[17] = corp.AddressRef.getFactory();
    _factory[18] = corp.AddrArray.getFactory();
    _factory[19] = corp.Ntbl.getFactory();
  }

  static final Alltypes _AlltypesFactory = new Alltypes();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _AlltypesFactory;
  }

  /* constructor */
  public Alltypes()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[20], _sqlType, _factory);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Alltypes o = new Alltypes();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    return o;
  }
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  /* accessor methods */
  public oracle.sql.BFILE getAttr1() throws SQLException
  { return (oracle.sql.BFILE) _struct.getOracleAttribute(0); }

  public void setAttr1(oracle.sql.BFILE attr1) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(0, attr1); }

  public oracle.sql.BLOB getAttr2() throws SQLException
  { return (oracle.sql.BLOB) _struct.getOracleAttribute(1); }

  public void setAttr2(oracle.sql.BLOB attr2) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(1, attr2); }

  public String getAttr3() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(2); }

  public void setAttr3(String attr3) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, attr3); }

  public oracle.sql.CLOB getAttr4() throws SQLException
  { return (oracle.sql.CLOB) _struct.getOracleAttribute(3); }

  public void setAttr4(oracle.sql.CLOB attr4) throws SQLException
  { _struct.setOracleAttribute(3, attr4); }

  public java.sql.Timestamp getAttr5() throws SQLException
  { return (java.sql.Timestamp) _struct.getAttribute(4); }

  public void setAttr5(java.sql.Timestamp attr5) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(4, attr5); }

  public java.math.BigDecimal getAttr6() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(5); }

  public void setAttr6(java.math.BigDecimal attr6) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(5, attr6); }

  public Double getAttr7() throws SQLException
  { return (Double) _struct.getAttribute(6); }
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  public void setAttr7(Double attr7) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(6, attr7); }

  public Double getAttr8() throws SQLException
  { return (Double) _struct.getAttribute(7); }

  public void setAttr8(Double attr8) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(7, attr8); }

  public Integer getAttr9() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(8); }

  public void setAttr9(Integer attr9) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(8, attr9); }

  public java.math.BigDecimal getAttr10() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(9); }

  public void setAttr10(java.math.BigDecimal attr10) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(9, attr10); }

  public java.math.BigDecimal getAttr11() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(10); }

  public void setAttr11(java.math.BigDecimal attr11) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(10, attr11); }

  public byte[] getAttr12() throws SQLException
  { return (byte[]) _struct.getAttribute(11); }

  public void setAttr12(byte[] attr12) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(11, attr12); }

  public Float getAttr13() throws SQLException
  { return (Float) _struct.getAttribute(12); }

  public void setAttr13(Float attr13) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(12, attr13); }
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  public Integer getAttr14() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(13); }

  public void setAttr14(Integer attr14) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(13, attr14); }

  public String getAttr15() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(14); }

  public void setAttr15(String attr15) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(14, attr15); }

  public String getAttr16() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(15); }

  public void setAttr16(String attr16) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(15, attr16); }

  public corp.Address getAttr17() throws SQLException
  { return (corp.Address) _struct.getAttribute(16); }

  public void setAttr17(corp.Address attr17) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(16, attr17); }

  public corp.AddressRef getAttr18() throws SQLException
  { return (corp.AddressRef) _struct.getAttribute(17); }

  public void setAttr18(corp.AddressRef attr18) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(17, attr18); }

  public corp.AddrArray getAttr19() throws SQLException
  { return (corp.AddrArray) _struct.getAttribute(18); }

  public void setAttr19(corp.AddrArray attr19) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(18, attr19); }

  public corp.Ntbl getAttr20() throws SQLException
  { return (corp.Ntbl) _struct.getAttribute(19); }
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  public void setAttr20(corp.Ntbl attr20) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(19, attr20); }

}

宣言されたクラスに別のパッケージからのユーザー定義クラスが必要な場合、JPublisherで
は oracle.sqlに対する import宣言の後にこれらのユーザー定義クラスに対する
import宣言が生成されます。この場合、JDBCでは package corpからの Addressおよ
び AddressRefクラスが必要です。

Address、AddressRef、AddrArrayおよび Ntbl型を持つ属性にはファクトリの構成が
必要です。 スタティック・イニシャライザは正しいファクトリを _factory配列に配置しま
す。

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された AlltypesRef.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
ファイル ./demo/corp/all/AlltypesRef.javaの内容は次のとおりです。

package all;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.REF;
import oracle.sql.STRUCT;

public class AlltypesRef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.ALLTYPES";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  REF _ref;

  static final AlltypesRef _AlltypesRefFactory = new AlltypesRef();
  public static CustomDatumFactory getFactory()

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  {
    return _AlltypesRefFactory;
  }

  /* constructor */
  public AlltypesRef()
  {
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _ref;
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    AlltypesRef r = new AlltypesRef();
    r._ref = (REF) d;
    return r;
  }
  public Alltypes getValue() throws SQLException
  {
     return (Alltypes) Alltypes.getFactory().create(
       _ref.getSTRUCT(), OracleTypes.REF);
  }

  public void setValue(Alltypes c) throws SQLException
  {
    _ref.setValue((STRUCT) c.toDatum(_ref.getConnection()));
  }
}
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JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Ntbl.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
ファイル ./demo/corp/Ntbl.javaの内容は次のとおりです。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.ARRAY;
import oracle.sql.ArrayDescriptor;
import oracle.jpub.runtime.MutableArray;

public class Ntbl implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.NTBL";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.ARRAY;

  MutableArray _array;

  static final Ntbl _NtblFactory = new Ntbl();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _NtblFactory;
  }

  /* constructors */
  public Ntbl()
  {
    this((Integer[])null);
  }

  public Ntbl(Integer[] a)
  {
    _array = new MutableArray(a, 4, null);
  }

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _array.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Ntbl a = new Ntbl();
    a._array = new MutableArray((ARRAY) d, 4, null);
    return a;
  }

  public int length() throws SQLException
  {
    return _array.length();
  }

  public int getBaseType() throws SQLException
  {
    return _array.getBaseType();
  }

  public String getBaseTypeName() throws SQLException
  {
    return _array.getBaseTypeName();
  }

  public ArrayDescriptor getDescriptor() throws SQLException
  {
    return _array.getDescriptor();
  }

  /* array accessor methods */
  public Integer[] getArray() throws SQLException
  {
    return (Integer[]) _array.getObjectArray();
  }

  public void setArray(Integer[] a) throws SQLException
  {
    _array.setObjectArray(a);
  }

  public Integer[] getArray(long index, int count) throws SQLException
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  {
    return (Integer[]) _array.getObjectArray(index, count);
  }

  public void setArray(Integer[] a, long index) throws SQLException
  {
    _array.setObjectArray(a, index);
  }

  public Integer getElement(long index) throws SQLException
  {
    return (Integer) _array.getObjectElement(index);
  }

  public void setElement(Integer a, long index) throws SQLException
  {
    _array.setObjectElement(a, index);
  }

}

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された AddrArray.javaのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
JPublisherでは Alltypes型に必要な AddrArray型の宣言が生成されます。 ファイル
./demo/corp/AddrArray.javaの内容は次のとおりです。

 package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.ARRAY;
import oracle.sql.ArrayDescriptor;
import oracle.jpub.runtime.MutableArray;

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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public class AddrArray implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ADDR_ARRAY";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.ARRAY;

  MutableArray _array;

  static final AddrArray _AddrArrayFactory = new AddrArray();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _AddrArrayFactory;
  }

  /* constructors */
  public AddrArray()
  {
    this((Address[])null);
  }

  public AddrArray(Address[] a)
  {
    _array = new MutableArray(a, 2002, Address.getFactory());
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _array.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    AddrArray a = new AddrArray();
    a._array = new MutableArray((ARRAY) d, 2002, Address.getFactory());
    return a;
  }

  public int length() throws SQLException
  {
    return _array.length();
  }
                                                                   JPublisherの例 2-25



例 : JPublisher型マッピング
  public int getBaseType() throws SQLException
  {
    return _array.getBaseType();
  }

  public String getBaseTypeName() throws SQLException
  {
    return _array.getBaseTypeName();
  }

  public ArrayDescriptor getDescriptor() throws SQLException
  {
    return _array.getDescriptor();
  }

  /* array accessor methods */
  public Address[] getArray() throws SQLException
  {
    return (Address[]) _array.getObjectArray(
      new Address[_array.length()]);
  }

  public void setArray(Address[] a) throws SQLException
  {
    _array.setObjectArray(a);
  }

  public Address[] getArray(long index, int count) throws SQLException
  {
    return (Address[]) _array.getObjectArray(index,
      new Address[_array.sliceLength(index, count)]);
  }

  public void setArray(Address[] a, long index) throws SQLException
  {
    _array.setObjectArray(a, index);
  }

  public Address getElement(long index) throws SQLException
  {
    return (Address) _array.getObjectElement(index);
  }
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  public void setElement(Address a, long index) throws SQLException
  {
    _array.setObjectElement(a, index);
  }

}
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例例例例 : SQLDataクラスの生成クラスの生成クラスの生成クラスの生成
この例は、JPublisherで CustomDatumクラスではなく SQLDataクラスが生成される点を
除き、前述の例と同じです。 この例のコマンドラインは次のようになります。

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -dir=demo -package=corp 
-mapping=objectjdbc -usertypes=jdbc -methods=false

オプション -usertypes=jdbcの指示により、JPublisherでは SQLDataインタフェースを実装
するクラスが生成されます。 SQLDataインタフェースは、ユーザー定義のクラスではなく汎
用クラス java.sql.Refおよび java.sql.Arrayを使用して、REFおよびコレクション・クラスを
包括的にサポートします。 したがって、JPublisherでは次の 2つのクラスのみが生成されま
す。

./demo/corp/Address.java 

./demo/all/Alltypes.java 

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Address.javaのリストのリストのリストのリスト
この例では -usertypes=jdbcが指定されたため、Addressクラスでは、
oracle.sql.CustomDatumインタフェースではなく java.sql.SQLDataインタフェー
スが実装されます。ファイル ./demo/corp/Address.javaの内容は次のとおりです。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import java.sql.SQLData;
import java.sql.SQLInput;
import java.sql.SQLOutput;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

public class Address implements SQLData
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  private String m_street;
  private String m_city;
  private String m_state;
  private java.math.BigDecimal m_zip;

  /* constructor */
  public Address()
  {
  }

  public void readSQL(SQLInput stream, String type)
  throws SQLException
  {
      setStreet(stream.readString());
      setCity(stream.readString());
      setState(stream.readString());
      setZip(stream.readBigDecimal());
  }

  public void writeSQL(SQLOutput stream)
  throws SQLException
  {
      stream.writeString(getStreet());
      stream.writeString(getCity());
      stream.writeString(getState());
      stream.writeBigDecimal(getZip());
  }

  public String getSQLTypeName() throws SQLException
  {
    return _SQL_NAME;
  }

  /* accessor methods */
  public String getStreet()
  { return m_street; }

  public void setStreet(String street)
  { m_street = street; }

  public String getCity()
  { return m_city; }

  public void setCity(String city)
  { m_city = city; }
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  public String getState()
  { return m_state; }

  public void setState(String state)
  { m_state = state; }

  public java.math.BigDecimal getZip()
  { return m_zip; }

  public void setZip(java.math.BigDecimal zip)
  { m_zip = zip; }

}

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Alltypes.javaのリストのリストのリストのリスト
この例では、-usertypes=jdbcが指定されたため、Alltypesクラスでは、
oracle.sql.CustomDatumインタフェースではなく java.sql.SQLDataインタフェー
スが実装されます。SQLDataインタフェースはベンダーに依存しない標準インタフェースで
すが、oracle.sql.BFILEおよび oracle.sql.CLOBなどの Oracle特有の型が使用され
るため、Alltypes classには Oracle特有のコードがあります。ファイル
./demo/corp/Alltypes.javaの内容は次のとおりです。

package all;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import java.sql.SQLData;
import java.sql.SQLInput;
import java.sql.SQLOutput;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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public class Alltypes implements SQLData
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ALLTYPES";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  private oracle.sql.BFILE m_attr1;
  private oracle.sql.BLOB m_attr2;
  private String m_attr3;
  private oracle.sql.CLOB m_attr4;
  private java.sql.Timestamp m_attr5;
  private java.math.BigDecimal m_attr6;
  private Double m_attr7;
  private Double m_attr8;
  private Integer m_attr9;
  private java.math.BigDecimal m_attr10;
  private java.math.BigDecimal m_attr11;
  private byte[] m_attr12;
  private Float m_attr13;
  private Integer m_attr14;
  private String m_attr15;
  private String m_attr16;
  private corp.Address m_attr17;
  private java.sql.Ref m_attr18;
  private java.sql.Array m_attr19;
  private java.sql.Array m_attr20;

  /* constructor */
  public Alltypes()
  {
  }

  public void readSQL(SQLInput stream, String type)
  throws SQLException
  {
      setAttr1((oracle.sql.BFILE) 
((oracle.sql.OracleJdbc2SQLInput)stream).readOracleObject());
      setAttr2((oracle.sql.BLOB) 
((oracle.sql.OracleJdbc2SQLInput)stream).readOracleObject());
      setAttr3(stream.readString());
      setAttr4((oracle.sql.CLOB) 
((oracle.sql.OracleJdbc2SQLInput)stream).readOracleObject());
      setAttr5(stream.readTimestamp());
      setAttr6(stream.readBigDecimal());
      setAttr7(new Double(stream.readDouble()));
      if (stream.wasNull()) setAttr7(null);
      setAttr8(new Double(stream.readDouble()));
      if (stream.wasNull()) setAttr8(null);
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      setAttr9(new Integer(stream.readInt()));
      if (stream.wasNull()) setAttr9(null);
      setAttr10(stream.readBigDecimal());
      setAttr11(stream.readBigDecimal());
      setAttr12(stream.readBytes());
      setAttr13(new Float(stream.readFloat()));
      if (stream.wasNull()) setAttr13(null);
      setAttr14(new Integer(stream.readInt()));
      if (stream.wasNull()) setAttr14(null);
      setAttr15(stream.readString());
      setAttr16(stream.readString());
      setAttr17((corp.Address) stream.readObject());
      setAttr18(stream.readRef());
      setAttr19(stream.readArray());
      setAttr20(stream.readArray());
  }

  public void writeSQL(SQLOutput stream)
  throws SQLException
  {
      ((oracle.sql.OracleSQLOutput)stream).writeOracleObject(getAttr1());
      ((oracle.sql.OracleSQLOutput)stream).writeOracleObject(getAttr2());
      stream.writeString(getAttr3());
      ((oracle.sql.OracleSQLOutput)stream).writeOracleObject(getAttr4());
      stream.writeTimestamp(getAttr5());
      stream.writeBigDecimal(getAttr6());
      if (getAttr7() == null)
        stream.writeBigDecimal(null);
      else
        stream.writeDouble(getAttr7().doubleValue());
      if (getAttr8() == null)
        stream.writeBigDecimal(null);
      else
        stream.writeDouble(getAttr8().doubleValue());
      if (getAttr9() == null)
        stream.writeBigDecimal(null);
      else
        stream.writeInt(getAttr9().intValue());
      stream.writeBigDecimal(getAttr10());
      stream.writeBigDecimal(getAttr11());
      stream.writeBytes(getAttr12());
      if (getAttr13() == null)
        stream.writeBigDecimal(null);
      else
        stream.writeFloat(getAttr13().floatValue());
      if (getAttr14() == null)
        stream.writeBigDecimal(null);
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      else
        stream.writeInt(getAttr14().intValue());
      stream.writeString(getAttr15());
      stream.writeString(getAttr16());
      stream.writeObject(getAttr17());
      stream.writeRef(getAttr18());
      stream.writeArray(getAttr19());
      stream.writeArray(getAttr20());
  }

  public String getSQLTypeName() throws SQLException
  {
    return _SQL_NAME;
  }

  /* accessor methods */
  public oracle.sql.BFILE getAttr1()
  { return m_attr1; }

  public void setAttr1(oracle.sql.BFILE attr1)
  { m_attr1 = attr1; }

  public oracle.sql.BLOB getAttr2()
  { return m_attr2; }

  public void setAttr2(oracle.sql.BLOB attr2)
  { m_attr2 = attr2; }

  public String getAttr3()
  { return m_attr3; }

  public void setAttr3(String attr3)
  { m_attr3 = attr3; }

  public oracle.sql.CLOB getAttr4()
  { return m_attr4; }

  public void setAttr4(oracle.sql.CLOB attr4)
  { m_attr4 = attr4; }

  public java.sql.Timestamp getAttr5()
  { return m_attr5; }
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  public void setAttr5(java.sql.Timestamp attr5)
  { m_attr5 = attr5; }

  public java.math.BigDecimal getAttr6()
  { return m_attr6; }

  public void setAttr6(java.math.BigDecimal attr6)
  { m_attr6 = attr6; }

  public Double getAttr7()
  { return m_attr7; }

  public void setAttr7(Double attr7)
  { m_attr7 = attr7; }

  public Double getAttr8()
  { return m_attr8; }

  public void setAttr8(Double attr8)
  { m_attr8 = attr8; }

  public Integer getAttr9()
  { return m_attr9; }

  public void setAttr9(Integer attr9)
  { m_attr9 = attr9; }

  public java.math.BigDecimal getAttr10()
  { return m_attr10; }

  public void setAttr10(java.math.BigDecimal attr10)
  { m_attr10 = attr10; }

  public java.math.BigDecimal getAttr11()
  { return m_attr11; }

  public void setAttr11(java.math.BigDecimal attr11)
  { m_attr11 = attr11; }

  public byte[] getAttr12()
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  { return m_attr12; }

  public void setAttr12(byte[] attr12)
  { m_attr12 = attr12; }

  public Float getAttr13()
  { return m_attr13; }

  public void setAttr13(Float attr13)
  { m_attr13 = attr13; }

  public Integer getAttr14()
  { return m_attr14; }

  public void setAttr14(Integer attr14)
  { m_attr14 = attr14; }

  public String getAttr15()
  { return m_attr15; }

  public void setAttr15(String attr15)
  { m_attr15 = attr15; }

  public String getAttr16()
  { return m_attr16; }

  public void setAttr16(String attr16)
  { m_attr16 = attr16; }

  public corp.Address getAttr17()
  { return m_attr17; }

  public void setAttr17(corp.Address attr17)
  { m_attr17 = attr17; }

  public java.sql.Ref getAttr18()
  { return m_attr18; }

  public void setAttr18(java.sql.Ref attr18)
  { m_attr18 = attr18; }
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  public java.sql.Array getAttr19()
  { return m_attr19; }

  public void setAttr19(java.sql.Array attr19)
  { m_attr19 = attr19; }

  public java.sql.Array getAttr20()
  { return m_attr20; }

  public void setAttr20(java.sql.Array attr20)
  { m_attr20 = attr20; }

}
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例例例例 : JPublisherクラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張
この項では、1-42ページの「JPublisherクラスの拡張」で説明するシナリオの例を示しま
す。 

次に示すコードは、クラス MyAddress.java用に作成され、ディレクトリ demo/corpに
格納されたものと想定します。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

public class MyAddress extends JAddress
{
  /* _SQL_NAME inherited from JAddress */
  /* _SQL_TYPECODE inherited from JAddress */

  /* _sqlType inherited from JAddress */

  /* _factory inherited from JAddress */

  /* _struct inherited from JAddress */

  static final MyAddress _MyAddressFactory = new MyAddress();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _MyAddressFactory;
  }

  /* constructor */
  public MyAddress()
  {
    super();
  }

  /* CustomDatum interface */
  /* toDatum() inherited from JAddress */

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
     if (d == null) return null;
     MyAddress o = new MyAddress();
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     o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
     o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
     return o;
  }

  /* accessor methods inherited from JAddress */

  /* Additional methods go here. These additional methods (not shown)
     are the reason that JAddress was extended.
  */
}
 
JPublisherで JAddressクラス用のコードを生成するには、MyAddressが JAddressを拡
張することを認識した上で、次のコマンドラインを入力します。 

jpub -user=scott/tiger -input=demoin -dir=demo -package=corp 
 
demoinファイルの内容は次のとおりです。 

SQL ADDRESS GENERATE JAddress AS MyAddress  

JPublisherでは次のファイルが生成されます。 

demo/corp/JAddress.java 
demo/corp/MyAddressRef.java 
 
ADDRESSは Javaプログラムでは MyAddressクラスとして表されるため、JPublisherでは
クラス JAddressRefではなく MyAddressRefが生成されます。 

次に、JPublisherで生成された demo/corp/JAddress.javaクラス・ファイルをリストし
ます。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;

public class JAddress implements CustomDatum, CustomDatumFactory

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    12, 12, 12, 2
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[4];

  static final JAddress _JAddressFactory = new JAddress();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _JAddressFactory;
  }

  /* constructor */
  public JAddress()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[4], _sqlType, _factory);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    JAddress o = new JAddress();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public String getStreet() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(0); }

  public void setStreet(String street) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, street); }
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  public String getCity() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(1); }

  public void setCity(String city) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, city); }

  public String getState() throws SQLException
  { return (String) _struct.getAttribute(2); }

  public void setState(String state) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, state); }

  public java.math.BigDecimal getZip() throws SQLException
  { return (java.math.BigDecimal) _struct.getAttribute(3); }

  public void setZip(java.math.BigDecimal zip) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(3, zip); }

}

次に、JPublisherで生成された demo/corp/MyAddressRef.javaクラス・ファイルをリ
ストします。

package corp;

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.REF;
import oracle.sql.STRUCT;

public class MyAddressRef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  REF _ref;

  static final MyAddressRef _MyAddressRefFactory = new MyAddressRef();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _MyAddressRefFactory;
  }
2-40 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



例 : JPublisherクラスの拡張
  /* constructor */
  public MyAddressRef()
  {
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _ref;
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    MyAddressRef r = new MyAddressRef();
    r._ref = (REF) d;
    return r;
  }
  public MyAddress getValue() throws SQLException
  {
     return (MyAddress) MyAddress.getFactory().create(
       _ref.getSTRUCT(), OracleTypes.REF);
  }

  public void setValue(MyAddress c) throws SQLException
  {
    _ref.setValue((STRUCT) c.toDatum(_ref.getConnection()));
  }
}
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例例例例 : JPublisherラッパー・メソッドラッパー・メソッドラッパー・メソッドラッパー・メソッド
この項では、メソッドを含むオブジェクト型および PL/SQLパッケージを変換する際の
JPublisher出力の例を説明します。 

オブジェクト型のメソッド用に生成されたラッパーオブジェクト型のメソッド用に生成されたラッパーオブジェクト型のメソッド用に生成されたラッパーオブジェクト型のメソッド用に生成されたラッパー
この項では、メソッドを含むオブジェクト型に次の定義が指定された場合の JPublisher出力
の例を説明します。 この例では、属性 numeratorと denominatorを持つオブジェクト型
Rational、および次のファンクションとプロシージャを定義します。

� MEMBER FUNCTION toReal:  2つの整数を指定すると、このファンクションは有理数
を実数に変換して実数を戻します。 

� MEMBER PROCEDURE normalize:  分子と分母を表す 2つの整数を指定すると、この
プロシージャは分子と分母をその最大公約数で割って分数を約分します。 

� STATIC FUNCTION gcd:  2つの整数を指定すると、このファンクションはその最大公
約数を戻します。 

� MEMBER FUNCTION plus:  2つの有理数を加算して結果を戻します。

rational.sqlのコードは次のようになります。

CREATE TYPE Rational AS OBJECT (
 numerator INTEGER,
 denominator INTEGER,
 MAP MEMBER FUNCTION toReal RETURN REAL,
 MEMBER PROCEDURE normalize,
 STATIC FUNCTION gcd(x INTEGER,
                     y INTEGER) RETURN INTEGER,
 MEMBER FUNCTION plus ( x Rational) RETURN Rational
);

CREATE TYPE BODY Rational AS

MAP MEMBER FUNCTION toReal RETURN REAL IS
-- convert rational number to real number
BEGIN
  RETURN numerator / denominator;

注意注意注意注意 :

� ストアド・プロシージャをコールするために JPublisherで生成される
ラッパー・メソッドは SQLJで生成されます。 

� JPublisherで生成されるラッパー・メソッドを含むクラスは、SQLJで
コンパイルする必要があります。 
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END toReal;

MEMBER PROCEDURE normalize IS
 g INTEGER;
BEGIN
 g := Rational.gcd(numerator, denominator);
 numerator := numerator / g;
 denominator := denominator / g;
END normalize;

STATIC FUNCTION gcd(x INTEGER,
                    y INTEGER) RETURN INTEGER IS
-- find greatest common divisor of x and y
ans INTEGER;
z INTEGER;
BEGIN
IF x < y THEN
   ans := Rational.gcd(y, x);
ELSIF (x MOD y = 0) THEN
   ans := y;
ELSE
   z := x MOD y;
   ans := Rational.gcd(y, z);
END IF;
RETURN ans;
END gcd;

MEMBER FUNCTION plus (x Rational) RETURN Rational IS
BEGIN
 return Rational(numerator * x.denominator + x.numerator * denominator,
                 denominator * x.denominator);
END plus;
END;

この例では、JPublisherを次のコマンドラインで起動します。 

jpub -user=scott/tiger -sql=Rational -methods=true

-userパラメータの指示により、JPublisherはユーザー scottとしてパスワード tigerを
使用してデータベースにログインします。 -methodsパラメータの指示により、JPublisher
で Rational型に含まれるメソッド用のラッパーが生成されます。 -methods=trueパラメー
タはデフォルトのため省略できます。
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JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された Rational.sqljのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
JPublisherでは、ファイル Rational.sqljが生成されます。このファイルの内容は次のと
おりです。 

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class Rational implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.RATIONAL";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    4, 4
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[2];

  static final Rational _RationalFactory = new Rational();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _RationalFactory;
  }

  /* constructors */
  public Rational()

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
  }

  public Rational(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public Rational(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Rational o = new Rational();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public Integer getNumerator() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(0); }

  public void setNumerator(Integer numerator) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, numerator); }
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  public Integer getDenominator() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(1); }

  public void setDenominator(Integer denominator) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, denominator); }

  public Integer gcd (
    Integer x,
    Integer y)
  throws SQLException
  {
    Integer __jPt_result;
    #sql [_ctx] __jPt_result = { VALUES(RATIONAL.GCD(
      :x,
      :y)) };
    return __jPt_result;
  }

  public Rational normalize ()
  throws SQLException
  {
    Rational __jPt_temp = this;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :INOUT __jPt_temp.NORMALIZE();
      END;
    };
    return __jPt_temp;
  }

  public Rational plus (
    Rational x)
  throws SQLException
  {
    Rational __jPt_temp = this;
    Rational __jPt_result;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :OUT __jPt_result := :__jPt_temp.PLUS(
      :x);
      END;
    };
    return __jPt_result;
  }
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  public Float toreal ()
  throws SQLException
  {
    Rational __jPt_temp = this;
    Float __jPt_result;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :OUT __jPt_result := :__jPt_temp.TOREAL();
      END;
    };
    return __jPt_result;
  }
}

JPublisherで生成されるすべてのメソッドは、対応する PL/SQLメソッドをコールしサー
バー上で実行されます。

JPublisherでオブジェクトの sql_nameが SCOTT.RATIONALであること、およびその
sql_type_codeが OracleTypes.STRUCTであることが宣言され、SQLJ接続コンテキス
ト _Ctxが作成されます。 オブジェクト属性 numeratorおよび denominator用にアク
セッサ・メソッド get/setNumerator()および get/setDenominator()が作成されま
す。 

JPublisherではスタティック・ファンクション gcd用のソース・コードが生成され、2つの
Integer値を入力として使用して、Integerの結果が戻されます。 このファンクション
gcdは、INホスト変数 :xおよび :yを使用してストアド・ファンクション RATIONAL.GCD
をコールします。

JPublisherではメンバー・プロシージャ normalize用のソース・コードが生成され、SQLJ
文内に IN OUTパラメータを含む PL/SQLブロックを定義します。 thisパラメータにより、
値が PL/SQLブロックに渡されます。 

JPublisherでは、メンバー・ファンクション plus用のソース・コードが生成され、
Rational型のオブジェクト xを使用して Rational型のオブジェクトが戻されます。 これ
は、SQLJ文内の PL/SQLブロックを定義します。 INホスト変数は :xで、thisのコピーで
す。 ファンクションの結果は OUTホスト変数になります。

JPublisherでは、メンバー・ファンクション toReal用のソース・コードが生成され、
Floatが戻されます。 ファンクションで戻された値を割り当てるホスト OUT変数を定義しま
す。 thisのコピーは INパラメータになります。

パッケージのメソッド用に生成されたラッパーパッケージのメソッド用に生成されたラッパーパッケージのメソッド用に生成されたラッパーパッケージのメソッド用に生成されたラッパー
この項では、JPublisherに対して次の定義でメソッドを含む PL/SQLパッケージを指定した
場合の出力の例を説明します。 この例では、分数の分子と分母を操作する次のファンクショ
ンとプロシージャでパッケージ RationalPを定義します。 
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� FUNCTION toReal:  2つの整数を指定すると、このファンクションは有理数を実数に
変換して実数を戻します。

� PROCEDURE normalize:  分子と分母を表す 2つの整数を指定すると、このプロシー
ジャは分子と分母をその最大公約数で割って分数を約分します。 

� FUNCTION gcd:  2つの整数を指定すると、このファンクションはその最大公約数を戻
します。 

� PROCEDURE plus:  2つの有理数を加算して結果を戻します。

RationalP.sqlのコードは次のようになります。

CREATE PACKAGE RationalP AS

 FUNCTION toReal(numerator   INTEGER,
                 denominator INTEGER) RETURN REAL;

 PROCEDURE normalize(numerator   IN OUT INTEGER,
                     denominator IN OUT INTEGER);

 FUNCTION gcd(x INTEGER, y INTEGER) RETURN INTEGER;

 PROCEDURE plus (n1 INTEGER, d1 INTEGER,
                 n2 INTEGER, d2 INTEGER,
                 n3 OUT INTEGER, d3 OUT INTEGER);
END rationalP;

/

CREATE PACKAGE BODY rationalP AS

  FUNCTION toReal(numerator INTEGER,
                  denominator INTEGER) RETURN real IS
  -- convert rational number to real number
  BEGIN
    RETURN numerator / denominator;
  END toReal;

  FUNCTION gcd(x INTEGER, y INTEGER) RETURN INTEGER IS
  -- find greatest common divisor of x and y
  ans INTEGER;
  BEGIN
  IF x < y THEN
     ans := gcd(y, x);
  ELSIF (x MOD y = 0) THEN
     ans := y;
  ELSE
     ans := gcd(y, x MOD y);
2-48 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



例 : JPublisherラッパー・メソッド
  END IF;
  RETURN ans;
  END gcd;

  PROCEDURE normalize( numerator IN OUT INTEGER,
                       denominator IN OUT INTEGER) IS
   g INTEGER;
   BEGIN
   g := gcd(numerator, denominator);
   numerator := numerator / g;
   denominator := denominator / g;
   END normalize;

  PROCEDURE plus (n1 INTEGER, d1 INTEGER,
                  n2 INTEGER, d2 INTEGER,
                  n3 OUT INTEGER, d3 OUT INTEGER) IS
  BEGIN
  n3 := n1 * d2 + n2 * d1;
  d3 := d1 * d2;
  END plus;

END rationalP;

この例では、JPublisherを次のコマンドラインで起動します。 

jpub -user=scott/tiger -sql=RationalP -methods=true

JPublisherは -userパラメータの指示により、ユーザー scottとしてパスワード tigerを
使用してデータベースにログインします。JPublisherでは -methodsパラメータの指示によ
り、パッケージ RationalPのメソッド用のラッパーが生成されます。 -methods=trueパラ
メータはデフォルトのため省略できます。
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JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された RationalP.sqljのリストと説明のリストと説明のリストと説明のリストと説明
JPublisherではファイル RationalP.sqljが生成されます。ファイルの内容は次のとおり
です。 

import java.sql.SQLException;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class RationalP
{

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  /* constructors */
  public RationalP() throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
  }

  public RationalP(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
  }
  public RationalP(Connection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  public Integer gcd (
    Integer x,
    Integer y)
  throws SQLException
  {
    Integer __jPt_result;
    #sql [_ctx] __jPt_result = { VALUES(RATIONALP.GCD(
      :x,
      :y)) };
    return __jPt_result;
  }

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  public void normalize (
    Integer numerator[],
    Integer denominator[])
  throws SQLException
  {
    #sql [_ctx] { CALL RATIONALP.NORMALIZE(
      :INOUT (numerator[0]),
      :INOUT (denominator[0])) };
  }

  public void plus (
    Integer n1,
    Integer d1,
    Integer n2,
    Integer d2,
    Integer n3[],
    Integer d3[])
  throws SQLException
  {
    #sql [_ctx] { CALL RATIONALP.PLUS(
      :n1,
      :d1,
      :n2,
      :d2,
      :OUT (n3[0]),
      :OUT (d3[0])) };
  }

  public Float toreal (
    Integer numerator,
    Integer denominator)
  throws SQLException
  {
    Float __jPt_result;
    #sql [_ctx] __jPt_result = { VALUES(RATIONALP.TOREAL(
      :numerator,
      :denominator)) };
    return __jPt_result;
  }
}

JPublisherで生成されるすべてのメソッドは、対応する PL/SQLメソッドをコールしサー
バー上で実行します。

JPublisherでは、SQLJ接続コンテキスト _Ctxが作成され、RationalPパッケージに対応
付けられます。
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JPublisherでは、ファンクション gcd用のソース・コードが生成され、2つの BigDecimal
値 xおよび yを使用して BigDecimalの結果が戻されます。 このファンクション gcdは、
INホスト変数 :xおよび :yを使用して、ストアド・ファンクション RATIONALP.GCDを
コールします。

JPublisherでは、プロシージャ normalize用のソース・コードが生成され、2つの
BigDecimal値 numeratorおよび denominatorが使用されます。 このプロシージャ
normalizeは、IN OUTホスト変数 :numeratorおよび :denominatorを使用して、スト
アド・プロシージャ RATIONALP.NORMALIZEをコールします。 IN OUTパラメータがあるた
め、その値が配列の最初の要素として渡されます。 

JPublisherでは、プロシージャ plus用のソース・コードが生成され、4つの BigDecimal 
INパラメータおよび 2つの BigDecimal OUTパラメータが使用されます。 このプロシー
ジャ plusは、INホスト変数 :n1、:d1、:n2、:d2を使用して、ストアド・プロシージャ
RATIONALP.PLUSをコールします。 また、OUTホスト変数 :n3および :d3も定義します。 
OUT変数があるため、その値が配列の最初の要素として渡されます。 

JPublisherでは、ファンクション toReal用のソース・コードが生成され、2つの
BigDecimal値 numeratorおよび denominatorを使用して、結果 BigDecimalが戻さ
れます。 このファンクション toRealは INホスト変数 :numeratorおよび
:denominatorを使用して、ストアド・ファンクション RATIONALP.TOREALをコールし
ます。
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例例例例 : オブジェクト型用に生成されたクラスの使用オブジェクト型用に生成されたクラスの使用オブジェクト型用に生成されたクラスの使用オブジェクト型用に生成されたクラスの使用
この項では、JPublisherでオブジェクト型用に生成されるクラスの使用例を示します。 属性
とメソッドを含むオブジェクト型を定義したと想定します。 JPublisherを使用して、オブ
ジェクト型用に <名前 >.sqljおよび <名前 >Ref.javaファイルを生成します。 
JPublisherで生成されたクラスの機能を向上させるために、クラスを拡張できます。 クラス
を変換またはコンパイル（あるいはその両方）すると、プログラムで使用できます。 このト
ピックの詳細は、1-52ページの「JPublisherでオブジェクト型用に生成されるクラスの使
用」を参照してください。

次のステップでは、前述のシナリオを実行します。 この例では、numeratorおよび
denominator属性と有理数を操作するいくつかのメソッドを含むオブジェクト型
RationalOを定義します。 JPublisherを使用して JPubRationalO.sqljファイルおよび
RationalORef.javaファイルを生成した後に、JPubRationalOクラスを拡張して機能
を向上させるファイル RationalO.javaを指定します。 必要なファイルをコンパイルした
後に、テスト・ファイルで RationalO.javaクラスのパフォーマンスをテストします。   

このステップの後の項では、ステップで示したファイルの内容をリストします。

1. オブジェクト型 RationalOを作成します。2-55ページの「オブジェクト型作成のため
の RationalO.sqlのリスト」に RationalO.sqlファイルのコードが示されています。

2. JPublisherを使用して、オブジェクト用の Javaクラス（JPubRationalO.sqljファイ
ルおよび RationalORef.javaファイル）を生成します。 次のコマンドラインを使用
します。

jpub -props=RationalO.props

プロパティ・ファイル RationalO.propsは次のようになります。

jpub.user=scott/tiger
jpub.sql=RationalO:JPubRationalO:RationalO
jpub.methods=true

プロパティ・ファイルに従って、JPublisherはユーザー名 scottおよびパスワード
tigerを使用してデータベースにログインします。 sqlパラメータの指示により、
JPublisherでオブジェクト型 RationalO（RatinalO.sqlで宣言済）が変換され、
JPubRationalOが RationalOとして生成されます。この 2つ目の RationalOは、
元の RationalOの機能を拡張するユーザー作成クラス（RationalO.java）です。 
methodsパラメータの値は、JPublisherで PL/SQLパッケージおよびラッパー・メ
ソッド用のクラスを生成することを示します。 

JPublisherでは次のファイルが生成されます。

JPubRationalO.sqlj
RationalORef.java
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JPubRationalO.sqljファイルおよび RationalORef.javaファイルのリストは、
2-56ページの「JPublisherで生成された JPubRationalO.sqljのリスト」および 2-59ペー
ジの「JPublisherで生成された RationalORef.javaのリスト」を参照してください。

3. JPubRationalO.sqljを拡張して機能を向上させるファイル RationalO.javaを作
成します。 RationalO.javaでは、次の項目以外はすべてスーパークラスから継承さ
れます。 次を実行するコードを追加します。 

� ファクトリ・オブジェクト _JPubRationalOを宣言します。

� getFactory()メソッドを実装します。 

� create()メソッドを実装します。 

� スーパークラスでコンストラクタをコールしてコンストラクタを実装します。

� toString()メソッドを追加します。2-63ページの「ユーザー作成の
TestRationalO.javaのリスト」で説明するテスト・プログラム
TestRationalO.javaの最後の 2つの System.out.println()コールで使用
します。

2-61ページの「ユーザー作成の RationalO.javaのリスト」には、RationalO.java
ファイルのコードが示されています。

4. 必要なファイルをコンパイルおよび変換します。 次を入力します。

sqlj JPubRationalO.sqlj RationalO.java

JPubRationalO.sqljが変換され、RationalO.javaファイルがコンパイルされま
す。

5. RationalO.javaクラスを使用するプログラム TestRationalO.javaを作成しま
す。TestRationalO.javaのコードは 2-63ページの「ユーザー作成の
TestRationalO.javaのリスト」に示されています。

6. connect.propertiesを作成します。このファイルは、TestRationalO.javaで
データベースへの接続方法を決定する際に使用します。 このファイルの内容は次のとお
りです。

sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger
sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

7. コンパイル後、TestRationalO.javaを実行します。

javac TestRationalO.java
java TestRationalO

プログラムでは次の出力が生成されます。
2-54 Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド                              



例 : オブジェクト型用に生成されたクラスの使用
gcd: 5
real value: 0.5
sum: 100/100
sum: 1/1

オブジェクト型作成のためのオブジェクト型作成のためのオブジェクト型作成のためのオブジェクト型作成のための RationalO.sqlのリストのリストのリストのリスト
この項では、オブジェクト型 RationalOを定義するコードを示します。

CREATE TYPE RationalO AS OBJECT (
   numerator INTEGER,
   denominator INTEGER,
   MAP MEMBER FUNCTION toReal RETURN REAL,
   MEMBER PROCEDURE normalize,
   STATIC FUNCTION gcd(x INTEGER,
                       y INTEGER) RETURN INTEGER,
   MEMBER FUNCTION plus ( x RationalO) RETURN RationalO
);

CREATE TYPE BODY RationalO AS

  MAP MEMBER FUNCTION toReal RETURN REAL IS
  -- convert rational number to real number
  BEGIN
    RETURN numerator / denominator;
  END toReal;

  MEMBER PROCEDURE normalize IS
   g BINARY_INTEGER;
  BEGIN
   g := RationalO.gcd(numerator, denominator);
   numerator := numerator / g;
   denominator := denominator / g;
  END normalize;

  STATIC FUNCTION gcd(x INTEGER,
                      y INTEGER) RETURN INTEGER IS
  -- find greatest common divisor of x and y
  ans BINARY_INTEGER;
  BEGIN
  IF x < y THEN
     ans := RationalO.gcd(y, x);
  ELSIF (x MOD y = 0) THEN
     ans := y;
  ELSE
     ans := RationalO.gcd(y, x MOD y);
  END IF;
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  RETURN ans;
  END gcd;

  MEMBER FUNCTION plus (x RationalO) RETURN RationalO IS
  BEGIN
   return RationalO(numerator * x.denominator + x.numerator * denominator,
                   denominator * x.denominator);
  END plus;
END;

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された JPubRationalO.sqljのリストのリストのリストのリスト
この項では、JPublisherで生成される JPubRationalO.javaのコードをリストします。

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class JPubRationalO implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.RATIONALO";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    4, 4
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[2];

  static final JPubRationalO _JPubRationalOFactory = new JPubRationalO();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _JPubRationalOFactory;
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  }

  /* constructors */
  public JPubRationalO()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
  }

  public JPubRationalO(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public JPubRationalO(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[2], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    JPubRationalO o = new JPubRationalO();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public Integer getNumerator() throws SQLException
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  { return (Integer) _struct.getAttribute(0); }

  public void setNumerator(Integer numerator) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, numerator); }

  public Integer getDenominator() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(1); }

  public void setDenominator(Integer denominator) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, denominator); }

  public Integer gcd (
    Integer x,
    Integer y)
  throws SQLException
  {
    Integer __jPt_result;
    #sql [_ctx] __jPt_result = { VALUES(RATIONALO.GCD(
      :x,
      :y)) };
    return __jPt_result;
  }

  public RationalO normalize ()
  throws SQLException
  {
    RationalO __jPt_temp = (RationalO) this;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :INOUT __jPt_temp.NORMALIZE();
      END;
    };
    return __jPt_temp;
  }

  public RationalO plus (
    RationalO x)
  throws SQLException
  {
    JPubRationalO __jPt_temp = this;
    RationalO __jPt_result;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :OUT __jPt_result := :__jPt_temp.PLUS(
      :x);
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      END;

    };
    return __jPt_result;
  }

  public Float toreal ()
  throws SQLException
  {
    JPubRationalO __jPt_temp = this;
    Float __jPt_result;
    #sql [_ctx] {
      BEGIN
      :OUT __jPt_result := :__jPt_temp.TOREAL();
      END;
    };
    return __jPt_result;
  }
}

JPublisherで生成されたで生成されたで生成されたで生成された RationalORef.javaのリストのリストのリストのリスト
この項では、JPublisherで生成される RationalORef.javaのコードをリストします。

import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.REF;
import oracle.sql.STRUCT;

public class RationalORef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.RATIONALO";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  REF _ref;

  static final RationalORef _RationalORefFactory = new RationalORef();
  public static CustomDatumFactory getFactory()

注意注意注意注意 : JPublisherで生成されるメソッド本体の詳細は、今後のリリース
で変更される場合があります。
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  {
    return _RationalORefFactory;
  }

  /* constructor */
  public RationalORef()
  {
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    return _ref;
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    RationalORef r = new RationalORef();
    r._ref = (REF) d;
    return r;
  }
  public RationalO getValue() throws SQLException
  {
     return (RationalO) RationalO.getFactory().create(
       _ref.getSTRUCT(), OracleTypes.REF);
  }

  public void setValue(RationalO c) throws SQLException
  {
    _ref.setValue((STRUCT) c.toDatum(_ref.getConnection()));
  }
}
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ユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成の RationalO.javaのリストのリストのリストのリスト
この項では、クラス JPubRationalO.sqljを拡張する、ユーザー作成ファイル
RationalO.javaのコードをリストします。このプログラムでは次が実行されます。 

� ファクトリ・オブジェクト _JPubRationalOを宣言します。

� getFactory()メソッドを実装します。 

� create()メソッドを実装します。 

� スーパークラスでコンストラクタをコールして、コンストラクタを実装します。

� toString()メソッドを追加します。このメソッドは、2-63ページの「ユーザー作成
の TestRationalO.javaのリスト」で説明するテスト・プログラム
TestRationalO.javaの最後の 2つの System.out.println()コールで使用しま
す。

import java.sql.SQLException;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class RationalO extends JPubRationalO
                      implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  /* _SQL_NAME inherited from JPubRationalO */

  /* _SQL_TYPECODE inherited from JPubRationalO */

  /* _ctx inherited from JPubRationalO */

  /* _sqlType inherited from JPubRationalO */ 

  /* _factory inherited from JPubRationalO */

  /* _struct inherited from JPubRationalO */

  static final RationalO _RationalOFactory = new RationalO();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _RationalOFactory;
  }

  /* constructors */
                                                                   JPublisherの例 2-61



例 : オブジェクト型用に生成されたクラスの使用
  public RationalO()
  {
    super();
  }

  public RationalO(ConnectionContext c) throws SQLException  
  {
    super(c);
  }

  public RationalO(Connection c) throws SQLException  
  {
    super(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  /* toDatum() inherited from JPubRationalO */

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    RationalO o = new RationalO();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods inherited from JPubRationalO */

  /* additional method not in base class */
  public String toString()
  {
    try
    {
       return getNumerator().toString() + "/" + getDenominator().toString();
    }
    catch (SQLException e)
    {
       return null;
    }
  }
}
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ユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成の TestRationalO.javaのリストのリストのリストのリスト
この項では、numeratorおよび denominatorの初期値を指定して、RationalO.java
クラスのパフォーマンスをテストする、ユーザー作成ファイル TestRationalO.javaの内
容をリストします。 TestRationalO.javaファイルには、次の実行方法も示されています。

� Oracle.connectをコールしてデータベースに接続します。

� データベース・オブジェクト型を表す Javaオブジェクトを宣言し、その属性を設定する
ことによって初期化します。

� オブジェクトを使用してサーバー・メソッドをコールします。

import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
import oracle.sql.Datum;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Driver;

public class TestRationalO
{

  public static void main(String[] args)
  throws java.sql.SQLException
  {
    Oracle.connect(new TestRationalO().getClass(),
                   "connect.properties");

    RationalO r = new RationalO();
    
    Integer n = new Integer(5);
    Integer d = new Integer(10);

    r.setNumerator(n);
    r.setDenominator(d);

    Integer g = r.gcd(n, d);
    System.out.println("gcd: " + g);

    Float f = r.toreal();
    System.out.println("real value: " + f);
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    RationalO s = r.plus(r); 
    System.out.println("sum: " + s);

    s = s.normalize();
    System.out.println("sum: " + s);
  } 
}
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例例例例 : パッケージ用に生成されたクラスの使用パッケージ用に生成されたクラスの使用パッケージ用に生成されたクラスの使用パッケージ用に生成されたクラスの使用
この項では、オブジェクトおよびパッケージに対して JPublisherで生成されるクラスおよび
ラッパー・メソッドの使用例を示します。 属性を含むオブジェクト型およびメソッドを含む
パッケージを定義すると想定します。 JPublisherを使用して、オブジェクトおよびパッケー
ジ用の <名前 >.sqljファイルを生成します。 クラスを変換した後、プログラムで使用可能
になります。 このトピックの詳細は、1-52ページの「JPublisherで PL/SQLパッケージ用に
生成される SQLJクラスの使用」を参照してください。

次のステップは、前述のシナリオを実行します。 ここでは、有理数を操作する、numerator
および denominator整数属性を含むオブジェクト型 Rationalとメソッドを持つパッ
ケージ RationalPを定義します。 JPublisherで Rational.sqljファイルおよび
RationalP.sqljファイルを生成した後に、それらを SQLJで変換した後、テスト・ファ
イルで Rationalクラスおよび RationalPクラスのパフォーマンスをテストします。

ステップの後の項では、ステップで示したファイルの内容をリストします。

1. オブジェクト型 Rationalおよびパッケージ RationalPを作成します。2-66ページの
「オブジェクト型およびパッケージ作成のための RationalP.sqlのリスト」に
RationalP.sqlファイルの SQLコードが示されています。

2. JPublisherでオブジェクトおよびパッケージ用の SQLJクラス（RationalP.sqljファ
イルおよび Rational.sqljファイル）を生成します。 次のコマンドラインを使用しま
す。

jpub -props=RationalP.props 

プロパティ・ファイル RationalP.propsは次のようになります。 

jpub.user=scott/tiger
jpub.sql=RationalP,Rational 
jpub.mapping=oracle
jpub.methods=true

プロパティ・ファイルに従い、JPublisherはユーザー名 scottおよびパスワード
tigerを使用してデータベースにログインします。 sqlパラメータの指示により、
JPublisherでオブジェクト型 Rationalおよび RationalP.sqlで宣言されたパッ
ケージ RationalPが変換されます。 JPublisherでは、oracleマッピングに従って型お
よびパッケージが変換されます。 methodsパラメータの値は、JPublisherで PL/SQL
パッケージおよびラッパー・メソッド用のクラスを生成することを示します。 

JPublisherでは次のファイルが生成されます。

RationalP.sqlj
Rational.sqlj
 

3. RationalP.sqljファイルおよび Rational.sqljファイルを次のように変換しま
す。
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sqlj RationalP.sqlj Rational.sqlj 

4. RationalPクラスを使用するプログラム TestRationalP.javaを作成します。 

5. connect.propertiesを作成します。このファイルは、TestRationalP.javaで
データベースへの接続方法を決定する際に使用します。 このファイルの内容は次のとお
りです。

sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger
sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

6. コンパイル後、TestRationalP.javaを実行します。

javac TestRationalP.java
java TestRationalP

プログラムでは次の出力が生成されます。

gcd: 5
real value: 0.5
sum: 100/100
sum: 1/1

オブジェクト型およびパッケージ作成のためのオブジェクト型およびパッケージ作成のためのオブジェクト型およびパッケージ作成のためのオブジェクト型およびパッケージ作成のための RationalP.sqlのリストのリストのリストのリスト
この項では、Rational SQLオブジェクト型および RationalPパッケージを作成するため
のファイル RationalP.sqlの内容をリストします。   

CREATE TYPE Rational AS OBJECT (
   numerator INTEGER,
   denominator INTEGER
);
/
CREATE PACKAGE RationalP AS

 FUNCTION toReal(r Rational) RETURN REAL;

 PROCEDURE normalize(r IN OUT Rational);

 FUNCTION gcd(x INTEGER, y INTEGER) RETURN INTEGER;

 FUNCTION plus (r1 Rational, r2 Rational) RETURN Rational;

END rationalP;
/
CREATE PACKAGE BODY rationalP AS
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  FUNCTION toReal(r Rational) RETURN real IS
  -- convert rational number to real number
  BEGIN
    RETURN r.numerator / r.denominator;
  END toReal;

  FUNCTION gcd(x INTEGER, y INTEGER) RETURN INTEGER IS
  -- find greatest common divisor of x and y
  result INTEGER;
  BEGIN
  IF x < y THEN
     result := gcd(y, x);
  ELSIF (x MOD y = 0) THEN
     result := y;
  ELSE
     result := gcd(y, x MOD y);
  END IF;
  RETURN result;
  END gcd;

  PROCEDURE normalize( r IN OUT Rational) IS
   g INTEGER;
   BEGIN
   g := gcd(r.numerator, r.denominator);
   r.numerator := r.numerator / g;
   r.denominator := r.denominator / g;
   END normalize;

  FUNCTION plus (r1 Rational,
                 r2 Rational) RETURN Rational IS
  n INTEGER;
  d INTEGER;
  result Rational;
  BEGIN
  n := r1.numerator * r2.denominator + r2.numerator * r1.denominator;
  d := r1.denominator * r2.denominator;
  result := Rational(n, d);
  RETURN result;
  END plus;

END rationalP;
/
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ユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成のユーザー作成の TestRationalP.javaのリストのリストのリストのリスト
テスト・プログラム TestRationalP.javaでは、パッケージ RationalPおよびメソッド
を持たないオブジェクト型 Rationalを使用します。 テスト・プログラムでは、パッケージ
RationalPのインスタンスおよび 1組の Rationalオブジェクトが作成されます。 

TestRationalP.javaは Oracle.connect()を使用して、SQLJスタイルでデータベー
スに接続します。 この例では、Oracle.connect()は次の接続プロパティを含むファイル
connect.propertiesを指定します。 

sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger

次に、TestRationalP.javaをリストします。   

import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.NUMBER;
import java.math.BigDecimal;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;

public class TestRationalP
{

  public static void main(String[] args)
  throws java.sql.SQLException
  {
    
    Oracle.connect(new TestRationalP().getClass(),
                   "connect.properties");

    RationalP p = new RationalP();

    NUMBER n = new NUMBER(5);
    NUMBER d = new NUMBER(10);
    Rational r = new Rational();
    r.setNumerator(n);
    r.setDenominator(d);
    
    NUMBER f = p.toreal(r);
    System.out.println("real value: " + f.stringValue());

    NUMBER g = p.gcd(n, d);
    System.out.println("gcd: " + g.stringValue());

    Rational s = p.plus(r, r); 
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    System.out.println("sum: " + s.getNumerator().stringValue() +
                           "/" + s.getDenominator().stringValue());

    Rational[] sa = {s};
    p.normalize(sa);
    s = sa[0];
    System.out.println("sum: " + s.getNumerator().stringValue() +
                           "/" + s.getDenominator().stringValue()); 
  } 
}
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例例例例 : JDBCでサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用でサポートされないデータ型の使用
JDBCでサポートされないデータ型を使用する方法の 1つに、無名 PL/SQLブロックを作成
して JDBCでサポートされる入力タイプを PL/SQLメソッドで使用する入力タイプに変換す
る方法があります。 作成後、PL/SQLメソッドで使用される出力タイプを、JDBCでサポー
トされる出力タイプに変換します。 このトピックの詳細は、1-49ページの「JDBCでサポー
トされないデータ型の使用」を参照してください。

次のステップでは、この変換を実行するための一般的な方法を示します。 このステップでは、
JDBCでサポートされていないデータ型の引数を含むメソッドを持つオブジェクト型を
JPublisherで変換したと想定します。 このステップでは JDBCでサポートされていないデー
タ型を使用するために必要な変更を説明します。 クラスを拡張するか、または生成された
ファイルを修正して変更を加えることができます。 クラスを拡張するのがよりよい方法です
が、この例では生成されたファイルを変更します。 

1. Javaで、JDBCでサポートされない型を持つ各 INまたは IN OUT引数を、JDBCでサ
ポートされる Java型に変換します。 

2. 各 INまたは IN OUT引数を PL/SQLブロックに渡します。 

3. PL/SQLブロックでは、各 INまたは IN OUT引数を PL/SQLメソッドに対して適切な
型に変換します。 

4. PL/SQLメソッドをコールします。

5. 各 OUT引数または IN OUT引数あるいはファンクションの結果を、PL/SQL上で、
JDBCでサポートされない型から JDBCでサポートされる適切な型に変換します。

6. 各 OUT引数、または IN OUT引数、あるいはファンクションの結果を PL/SQLブロック
から戻します。

7. Javaで、各 OUT引数または IN OUT引数あるいはファンクションの結果を、JDBCでサ
ポートされる型から JDBCでサポートされない型に変換します。 

次に、JDBCで直接サポートされない引数型の処理例を示します。 この例では、JDBCでサ
ポートされない型（Boolean/BOOLEAN）と JDBCでサポートされる型
（String/VARCHAR2）間での変換を示します。 

次の .sqlファイルでは、boolean引数を使用するメソッドをもつオブジェクト型を定義
します。 このプログラムで使用される単純なメソッドは、引数が正しく渡されることを示す
ために使用されています。

CREATE TYPE BOOLEANS AS OBJECT (
 iIn     INTEGER,
 iInOut  INTEGER,
 iOut    INTEGER,
 
 MEMBER PROCEDURE p(i1 IN BOOLEAN,
                    i2 IN OUT BOOLEAN,
                    i3 OUT BOOLEAN),
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 MEMBER FUNCTION f(i1 IN BOOLEAN) RETURN BOOLEAN
);

CREATE TYPE BODY BOOLEANS AS

MEMBER PROCEDURE p(i1 IN BOOLEAN,
                   i2 IN OUT BOOLEAN,
                   i3 OUT BOOLEAN) IS
BEGIN
  iOut := iIn;

  IF iInOut IS NULL THEN
    iInOut := 0;
  ELSIF iInOut = 0 THEN
    iInOut := 1;
  ELSE
    iInOut := NULL;
  END IF;

  i3 := i1; 
  i2 := NOT i2;
END;

MEMBER FUNCTION f(i1 IN BOOLEAN) RETURN BOOLEAN IS
BEGIN
  return i1 = (iIn = 1);
END;

END;

次の .sqljファイルは最初に JPublisherで生成され、前述のステップに従ってユーザーが
修正したものです。 Javaでラッパー・メソッドにより、各引数が Booleanから Stringに
変換されます。つまり、各引数が PL/SQLブロックに渡され、PL/SQLで引数が VARCHAR2
から BOOLEANに変換され、PL/SQLメソッドがコールされます。PL/SQLでは各 OUT引数
または IN OUT引数あるいはファンクションの結果が BOOLEANから VARCHAR2へ変換され
ます。各 OUT引数または IN OUT引数あるいはファンクションの結果が PL/SQLブロックか
ら戻されます。そして最後に各 OUT引数または IN OUT引数あるいはファンクションの結果
が変換されます。
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import java.sql.SQLException;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.sql.Datum;
import oracle.sql.STRUCT;
import oracle.jpub.runtime.MutableStruct;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import sqlj.runtime.ConnectionContext;
import java.sql.Connection;

public class Booleans implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.BOOLEANS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

  #sql static context _Ctx;
  _Ctx _ctx;

  MutableStruct _struct;

  static int[] _sqlType =
  {
    4, 4, 4
  };

  static CustomDatumFactory[] _factory = new CustomDatumFactory[3];

  static final Booleans _BooleansFactory = new Booleans();
  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _BooleansFactory;
  }

  /* constructors */
  public Booleans()
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[3], _sqlType, _factory);
    try
    {
      _ctx = new _Ctx(DefaultContext.getDefaultContext());
    }
    catch (Exception e)
    {
      _ctx = null;
    }
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  }

  public Booleans(ConnectionContext c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[3], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c == null ? DefaultContext.getDefaultContext()
                              : c);
  }
  public Booleans(Connection c) throws SQLException
  {
    _struct = new MutableStruct(new Object[3], _sqlType, _factory);
    _ctx = new _Ctx(c);
  }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  {
    _ctx = new _Ctx(c);
    return _struct.toDatum(c, _SQL_NAME);
  }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  {
    if (d == null) return null;
    Booleans o = new Booleans();
    o._struct = new MutableStruct((STRUCT) d, _sqlType, _factory);
    o._ctx = new _Ctx(((STRUCT) d).getConnection());
    return o;
  }

  /* accessor methods */
  public Integer getIin() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(0); }

  public void setIin(Integer iin) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(0, iin); }

  public Integer getIinout() throws SQLException
  { return (Integer) _struct.getAttribute(1); }

  public void setIinout(Integer iinout) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(1, iinout); }

  public Integer getIout() throws SQLException
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  { return (Integer) _struct.getAttribute(2); }

  public void setIout(Integer iout) throws SQLException
  { _struct.setAttribute(2, iout); }

  public Boolean f (
    Boolean i1)
  throws SQLException
  {
    Booleans _temp = this;
    String _i1 = null;
    String _result = null;

    if (i1 != null) _i1 = i1.toString();

    #sql [_ctx] {
      DECLARE
      i1_ BOOLEAN;
      result_ BOOLEAN;
      t_ VARCHAR2(5);

      BEGIN
      i1_ := :_i1 = 'true';

      result_ := :_temp.F(i1_);

      IF result_ THEN
        t_ := 'true';
      ELSIF NOT result_ THEN
        t_ := 'false';
      ELSE
        t_ := NULL;
      END IF;
      :OUT _result := t_;

      END;
    };

    if (_result == null)
       return null;
    else
       return new Boolean(_result.equals("true"));
  }

  public Booleans p (
    Boolean i1,
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    Boolean i2[],
    Boolean i3[])
  throws SQLException
  {
    String _i1 = (i1 == null) ? null
                              : i1.toString();

    String _i2 = (i2[0] == null) ? null
                                 : i2[0].toString();

    String _i3 = (i3[0] == null) ? null
                                 : i3[0].toString();

    Booleans _temp = this;

    #sql [_ctx] {
      DECLARE
      i1_ BOOLEAN;
      i2_ BOOLEAN;
      i3_ BOOLEAN;
      t_ VARCHAR2(5);

      BEGIN
      i1_ := :_i1 = 'true';
      i2_ := :_i2 = 'true';

      :INOUT _temp.P( i1_, i2_, i3_);

      IF i2_ THEN
        t_ := 'true';
      ELSIF NOT i2_ THEN
        t_ := 'false';
      ELSE
        t_ := NULL;
      END IF;
      :OUT _i2 := t_;

      IF i3_ THEN
        t_ := 'true';
      ELSIF NOT i3_ THEN
        t_ := 'false';
      ELSE
        t_ := NULL;
      END IF;
      :OUT _i3 := t_;

      END;
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    };

    i2[0] = (_i2 == null) ? null
                          : new Boolean(_i2.equals("true"));
    i3[0] = (_i3 == null) ? null
                          : new Boolean(_i3.equals("true"));
    return _temp;
  }
}

注意注意注意注意 : SQLJパラメータの意味により、各出力パラメータへの割当てはブ
ロック内で 1回のみ実行する必要があります。
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